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Ａ．研究目的

サラセミアなどの遺伝性疾患は、スクリ

ーニングによるキャリアの把握、確定診断

によるハイリスク患者の同定とそのケア

が必要である。アジア圏では、遺伝性疾患

のケアが医療経済上の問題となっており、

予防プログラムが実施されているが、効率

的なスクリーニング方法は確立されてい

るとは言えない。

生化学的なスクリーニングの結果ハイ

リスクと判定された変異キャリアカップ

ルに対しては、胎児の遺伝子解析が行われ

る。現在は羊水検査や絨毛採取といった侵

襲的な方法によって胎児細胞が採取され

ているが、これらの方法は流産のリスクを

伴い、患者の心理的不安が大きい。

本研究では、DNAチップによるサラセ

ミアキャリアの効率的なスクリーニング

方法の確立、非侵襲的な胎児診断を行うた

めに、母体血中にごく微量存在する胎児有

核赤血球（NRBC）を用いた遺伝子変異の

解析方法を確立することを目的とする。そ

の基礎的段階として、レクチン法により母

体血からNRBCを効率的に分離・同定する

ための方法を確立する。

Ｂ．研究方法

１）男児を妊娠した妊婦 30 名より、母

体末梢血を EDTA 加採血管に採取し検体

とした。レクチン法により細胞を分離・濃

縮し、抗胎児性ヘモグロビン抗体を用いた

蛍光免疫染色により NRBC 候補細胞を同

定後、Y 染色体特異的プローブを用いた

FISH 法を行った。

２）胎児 NRBC を利用した遺伝子解析

を行うため、SRY 遺伝子、アメロゲニン

遺伝子、αサラセミア、βサラセミア検出

の PCR 条件の検討を行った。また、臍帯

研究要旨：サラセミアなどの遺伝性症候群の効率的なスクリーニング方法なら

びに胎児有核赤血球（NRBC）を利用した非侵襲的な出生前診断方法の確立を目

的とする。本年度はNRBC効率的に分離・同定するための条件を検討した。その

結果母体血からNRBCを同定し、非侵襲的に胎児の遺伝子解析が可能であること

が示唆された。また、DNAチップによるβサラセミア診断方法確立のための基礎

的な条件を整備した。



血由来の NRBC を対象に、シングルセル

PCR の条件検討を行った。

２）サラセミア患者が多いタイのマヒド

ン大学・シリラート病院へキャリア DNA

の検体提供を依頼した。次に、タイで頻度

の高いβサラセミア変異を検出できる

DNA チップを作製した。

（倫理面への配慮）

患者検体を用いた研究は、国立成育医療

研究センター倫理委員会の承諾を得た上、

患者に事前に十分な説明を行い、同意を取

得した後に行った。

Ｃ．研究結果

１）レクチン法により母体末梢血7mL

から細胞を分離した。抗胎児性ヘモグロビ

ン抗体陽性かつDAPI陽性細胞をNRBC候

補とした。Y染色体特異的プローブを用い

たFISH法により候補細胞からシグナルを

検出した。また、18トリソミーと疑われる

妊婦の母体血から、FISH法により3つの18

番染色体のシグナルを検出した。

２）男児臍帯血DNAを用いて、欠失タ

イプのαサラセミア（THAI、SEA、3.7、

4.2、FIL）ならびにSNPタイプのαサラセ

ミア（Hb Constant Spring, HB Pakse）

を検出するためのPCR条件を決定した。ま

た、性判定のためのSRY、アメロゲニン遺

伝子のPCR条件を決定した。スライドガラ

ス上から臍帯血由来男児NRBCをレーザ

ーマイクロダイセクションにて単離し、8

細胞に対してPCRの実施を行ったが、増幅

できなかった。

３）J Mol Diagn. 2009. 11(4):334-346 に

基づき、タイで多いβサラセミアの変異

30 タイプの有無を検査できる DNA チッ

プを作製した。

変異名

-87C>A, -31A>G, -30T>C, -28A>G, CD0T>G,

CD1T>C, CD6G>A(Hb C),CD6A>T(Hb S),

CD6A>C(Hb G Makassar), CD8/9+G,CD15-T,

CD17A>T,CD19A>G(Hb Malay),

CD26G>A(HbE),CD27/28+C,IVS1#1G>T,

IVS1#5G>C,CD35C>A,CD41/42-TTCT,CD41-

C,

CD43G>T,CD56G>A(Hb J-Bangkok),

CD71/72+A,CD83G>A(HbPyrgos),

IVS2#654C>T,CD121G>C(Hb DPunjab),

CD123/125(-8bp),CD126T>G,CD136G>A,

CD147+AC(Hb Tak)

また、DNAチップの反応条件検討のため

のモデルDNAとするため、血液より抽出

したDNAをもとに正常ヒトβヘモグロビ

ン遺伝子領域1732bpをPCRにて増幅し、

pTAベクター上にサブクローニングした。

Ｄ． 考察

レクチン法により母体血に存在する

NRBCの同定が可能であり、FISH法によ

る遺伝子解析が可能であることが示唆さ

れた。

今後は、単離した細胞に対しての遺伝子

解析が可能かどうかを検証していく必要

があるが、今回、臍帯血を用いた単離シン

グルセルではPCR増幅ができなかった。単

離された細胞での遺伝子解析では、アレ

ル・ドロップアウトが発生し解析に支障を

きたすことが知られており、十分な細胞数

を単離する必要があると思われる。引き続

き条件を最適化していくことにより、

NRBCの分離数・精度を向上させる必要が



ある。

βサラセミアDNAチップは作製済みで

あり、次のステップとして、30種類の変異

を導入したプラスミドをモデルDNAとし

て反応条件検討する予定である。また、マ

ヒドン大学・シリラート病院より既知のヒ

トDNAの提供を受け、反応条件の標準化を

行った後、ブラインドテストにより本DNA

チップの性能試験を行っていく。

Ｅ． 結論

レクチン法により母体血からNRBCを

同定し、非侵襲的に胎児の遺伝子解析が可

能であることが示唆された。次年度では、

シングルセルでの遺伝子解析の条件を検

討していく。また、βサラセミアDNAチ

ップの性能試験を実施し、効率的スクリー

ニング方法を確立する。

F． 研究発表

1. 論文発表

Multi-chamber PCR chip with simple liquid

introduction utilizing the gas permeability

of polydimethylsiloxane, Nguyen Ba Trung,

Masato Saito, Haruo Takabayashi, Pham

Hung Viet, Eiichi Tamiya and Yuzuru

Takamura,Sensors and Actuators B :

Chemical,149(1), 284-290, 2010

2. 学会発表

①大坂享史、由良洋文、北川道弘：サラセミ

ア疾患の胎児診断に向けての母体血中有核赤

血球の分離・同定法（レクチン法）の最適化

2011 年 2 月 5 日 先天性造血不全シンポジウ

ム 東京

②財団法人石川県予防医学協会 検査部1)金

沢医科大学医動物学2)金沢医科大学FDD-MB

center

伊川和美１,3）、市川秀隆２）、北美紀子３）、

Yuditiya Purwosunu 3)、高林晴夫３）：遺

伝子増幅によるSingle CellからのDNA診断

③金沢医科大学FDD-MB center1)、財団法

人 石川県予防医学協会2)、

FDD-MB Study Group (FDD-MB SG) 3)

中村豊美1)、伊川和美1,2)、北美紀子1,3)、松本由

佳1)、Yuditiya Purwosunu 1,3)、

高林晴夫1,3) ：母体血中胎児有核赤血球

(NRBC)を用いたSingle Cell Sequence

④北陸先端大・マテリアル1)、金沢工業大・バ

イオ・化学部2)、金沢医科大 FDD-MB Center3)

富澤祐一 1)、小木美恵子2)、北美紀子3)、高林

晴夫3)、高村禅1) ：高張Percollを用いた遠心分

離による白血球除去法

⑤石川県立大学１）、金沢医科大学FDD-MB

center２）、熊本県城北家畜保健衛生所３）

泉徳和 １、２）、松本由佳2）、北美紀子 2）、金山

泰子2）、高林晴夫2）、馴松延広３）

：母ウマ血液中のNRBCの回収・DNA分析に

向けて

②～⑤ 2011年 2月 26日 第14回 胎児遺伝

子診断研究会 石川

⑥6th World Congress of Perinatal Medicine

in developing countries. Jakarta, March 9,

2010. Fetal DNA Diagnosis from Maternal

Blood 2.0 System

Takabayashi H, Kita M, Purwosunu Y,

Ikawa K, Yoshimura S. Sekizawa A, Chiba

H, Kitagawa M

G．知的財産権の出願･登録状況 なし
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厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）

分担研究報告書

「Congenital dyserythropoietic anemia (CDA)およびサラセミア貧血の効果

的診断法確立に関する研究」

研究分担者 鈴木信太郎 関西学院大理工学部生命科学科 教授

Ａ．研究目的

PCRの技術は一応確立しているものと

考えられているが，実際は目的のDNAを

確実に増幅できるかどうかは条件を検討

してみなければ必ずしも分からないとい

う問題がある．そこで，各種プライマーを

検討し，有効なプライマーおよび使用条件

をリストアップすることを目的とする。

Ｂ．研究方法

色々なプライマーを合成し，その有効性

を実際の検体を用いて種々の条件で PCR

を行い検討する．

（倫理面への配慮）

実験方法に関しては倫理委員会の承認

のもとに行った．本研究は方法に関する試

験研究につき倫理面の問題はほとんど無

い。

Ｃ．研究結果

既に報告されているプライマーおよび

新規作成プライマーの有効性を実際に

PCRを行い，有効なプライマーのリストを

作成した．

Ｄ． 考察

遺伝の変異は必ずしも予想できると限

らないので，種々のプライマーを作製し，

その有効性を検討し，リストを作成してお

くことは十分意味があるものと考えられ

る．

Ｅ． 結論

よく言われているように，PCRは実際に

行って見ないとうまく働くかどうかわか

らない場合があるので，実際に試みて条件

を整える必要がある．

F． 研究発表

3. 論文発表

Kiyoto Tai, Masaki Kubota, Kohei Shiono,

Hitoshi Tokutsu, and Shintaro T. Suzuki.

Adhesion Properties and Retinofugal

Expression of Chicken Protocadherin-19.

研究要旨： 種々の遺伝的変異を検出する方法としてPCR法に基づく方法の確立

を目指し，条件の検討を行った．すでに報告されているプライマーや新規に作

製した各種プライマーの使用条件を検討し，使用可能なプライマーリストの作

成を試みた．その結果，一定のリストを作ることができた．また，よく言われ

ていることであるが，PCRの条件は試行錯誤を行うことにより検討する必要があ

ることが再確認された．
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Brain Res, 1344(2010) 13-24.

4. 学会発表

p120-catenin regulates classical cadherin-

dependent directinal cell movement of

epithelial cells

Chisa Ozaki, Yoshinori Osaka, Shuichi

Obata, Shintaro T. Suzuki

日本細胞生物学会、大阪、2010年、5月

G．知的財産権の出願･登録状況

(予定を含む)

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他
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厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）

分担研究報告書

Congenital dyserythropoietic anemia (CDA) およびサラセミア貧血の
効果的診断法の確立に関する研究

研究分担者 小島 勢二 名古屋大学大学院医学系研究科小児科学 教授

研究協力者 土居崎小夜子 名古屋大学大学院医学系研究科小児科学

Ａ．研究目的

CDAは先天的に赤血球系細胞に形成異常があり、慢

性の不応性貧血、無効造血および続発性ヘモクロマ

トーシスを伴う稀な疾患群である。I型からIII型の3

病型に分類され、近年I型の責任遺伝子CDAN1と、II

型の責任遺伝子SEC23Bが同定された。III型の責任遺

伝子は同定されていない。

今までCDAに関する知見は主にヨーロッパから報告

されており、わが国ではCDAの実態が十分に把握され

ていない。本研究では、日本小児血液学会の中央診

断および疾患登録事業の一環として、本疾患を包括

的に登録するとともに、新たに遺伝子検査法を確立

する。

Ｂ．研究方法

中央診断事務局を名古屋大学小児科に設置した。

AA、MDS、あるいは CBF が疑われる症例が発生した場

合は、各施設から事務局に連絡をもらい、登録番号

を発行した。以後はその番号でやりとりを行った（匿

名化）。中央診断およびそれに伴う検査については患

者保護者の同意を取得した後に行った。レビューは

骨髄および末梢血塗抹標本を 2 施設（名古屋大学小

児科、聖路加国際病院小児科）で、骨髄病理標本を

1 施設（名古屋第一赤十字病院病理部）で行った。

CDA と診断された症例については、名古屋大学小児

科で以下の方法により遺伝子解析を行う。：末梢血リ

ンパ球から DNA を抽出し、I 型については CDAN1 遺

伝子、II 型については SEC23B 遺伝子に特異的なプ

ライマーを作成し遺伝子断片を増幅後、ABI3100 を

用いてコード領域全長の塩基配列を決定する。

Ｃ．研究結果

平成21年2月からの1年間に223例がレビューされ、

うち1例がCDAと診断された。

CDA と診断され同意を得た症例について遺伝子診断

を行った。9 例中 2例に遺伝子変異を確認した。1例

は I 型の責任遺伝子 CDAN1 ex26c.3503 C>T (p.

Pro1129Leu)の変異、1例はII型の責任遺伝子SEC23B

ex18 c.2122 A>G (p. Ile708Val) の変異であった。

Ｄ． 考察

CDAは1966年にCrookstonらにより初めて提唱され、

1968年にHeimpelとWendtが3病型に分類した。近年I

型とII型の責任遺伝子SEC23Bが同定され、ヨーロッ

パから報告がなされている。しかし、本邦では遺伝

子診断を行われた症例はなく、今後の検討により国

内発生CDA症例の特徴を明らかにすることができる

と考えられる。

Ｅ． 結論

稀な血液疾患である CDA を対象とした中央診断と

遺伝子検査を行うことにより、診断の精度があがる

研究要旨： 日本小児血液学会は平成21年2月より再生不良性貧血（AA）、骨髄異形性症候群

（MDS）および先天性造血不全症候群（CBFS）を対象とした中央診断を開始した。レビュ

ーは骨髄および末梢血塗抹標本を2施設（名古屋大学、聖路加国際病院）で、骨髄病理標本

を1施設（名古屋第一赤十字病院）で行っている。レビュー開始から16ヶ月間で223例がレ

ビューされ、うち1例がCongenital dyserythropoietic anemia(CDA)と診断された。CDAと

診断され同意を得た症例については今後遺伝子診断を行い、9例中1例にI型、1例にII型の責

任遺伝子の変異を確認した。稀な血液疾患であるCDAを対象とした中央診断と遺伝子検査を

行うことにより、その診断の精度があがっていくと考えられる。
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と考えられる。

F． 研究発表

5. 論文発表

1） Villalobos IB, Takahashi Y, Akatsuka Y,

Muramatsu H, Nishio N, Hama A, Yagasaki H,

Saji H, Kato M, Ogawa S, Kojima S. Relapse

of leukemia with loss of mismatched HLA due

to uniparental disomy following

haploidentical hematopoietic stem cell

transplantation. Blood, 2010. Apr

15;115(15):3158-61.

2） Kanezaki R, Toki T, Terui K, Xu G, Wang R,

Shimada A, Hama A, Kanegane H, Kawakami K,

Endo M, Hasegawa D, Kogawa K, Adachi S, Ikeda

Y, Iwamoto S, Taga T, Kosaka Y, Kojima S,

Hayashi Y, Ito E. Down syndrome and GATA1

mutations in transient abnormal

myeloproliferative disorder: mutation

classes correlate with progression to

myeloid leukemia. Blood. 2010

Nov;116(22):4631-4638.

3） Nishio N, Kojima S. Recent progress in

dyskeratosis congenita. Int J Hematol. 2010

Oct;92(3):419-24.

4） Takagi M, Shinoda K, Piao J, Mitsuiki N,

Takagi M, Matsuda K, Muramatsu H, Doisaki S,

Nagasawa M, Morio T, Kasahara Y, Koike K,

Kojima S, Takao A, Mizutani S. Autoimmune

lymphoproliferative syndrome-like disease

with somatic KRAS mutation. Blood. 2010 Nov

9. [Epub ahead of print]

5） Nishio N, Takahashi Y, Ohashi H, Doisaki S,

Muramatsu H, Hama A, Shimada A, Yagasaki H,

Kojima S. Reduced-intensity conditioning

for alternative donor hematopoietic stem

cell transplantation in patients with

dyskeratosis congenita. Pediatr Transplant.

2011 Mar;15(2):161-6.

6. 学会発表

1） 土居崎小夜子、村松秀城、濱麻人、 嶋田明、

高橋義行小島勢二 神谷尚宏、真部淳、多賀

崇 ： 本 邦 に お け る Congenital

dyserythropoietic anemia (CDA) の責任遺伝

子の解析。第52回日本小児血液学会総会、大阪、

2010.12.17
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厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）
（分担）研究報告書

Congenital dyserythropoietic anemia (CDA)の効果的診断法の確立に関する研究

小児期造血障害疾患登録によるCDAの疫学データベース構築

研究分担者 小原 明（東邦大学医療センター大森病院 輸血部教授）

研究要旨：Congenital dyserythropoietic anemia (CDA)は極めて稀な疾患であり、研

究の基盤となる疫学データベースの構築が必要である。小児血液学会疾患登録事業を

実施し、CDA の症例把握に努めた結果、2006 から 2009 年に診断されて登録された

311 例の小児造血障害症例から、新規診断 CDA 症例は毎年 1 例、総計 3 例であった。

同じ時期、同じ調査対象施設の特発性再不貧は年間約 216 例、急性骨髄性白血病は約

160 例であり、およその相対的な疾患頻度が推定された。本研究班のアンケート調査

や診断基準の啓発活動により疾患の認知度が高まり、今後診断症例が増加する可能性

がある。

Ａ．研究目的
【背景】

小児血液学会再生不良性貧血委員会による疫学調査

（対象期間1988年から2005年）には1,411例の小児造血

障害疾患が登録されているがCDA症例の登録はなかっ

た。しかし本研究班分担研究者の多賀らが2006年に改

めて登録を呼びかけたところ約25年間に12例の症例が

診断されていることが明らかになった。また本研究班

発足とその診断基準啓発活動、さらに小児血液学会血

液標本中央診断事業、疾患関連遺伝子変異の発見など

のポジティブな要因を受けて、新規診断例の掘り起こ

しが期待されている。

【目的】
本邦のCDA症例を悉皆性をもって収集する疫学デ

ータベース構築を目的に、小児血液学会疾患登録事
業（全数把握）を一次調査とした疫学観察研究（小
児血液再不貧2005研究・MDS2006研究）を実施した。
質の高いデータベース構築により、これを基盤とし
たCDAの診断法・治療法開発を目指す。

Ｂ．研究方法
本研究班の研究では治療介入を行わない、疫学観

察研究として実施する。小児血液学会会員 235 施設を

対象にした全例登録（疾患登録事業）は、前年診断症

例を対象に Web 登録にて実施され、およそ診断から 1

年経過した段階で二次調査（再不貧 2005 研究・

MDS2006 研究）が実施した。構築されるデータベー

スには小児期発症の造血障害全般を網羅し、CDA 症例

に限定はしない。

（倫理面への配慮）
研究計画は、疾患登録事業、小児血液再不貧2005研

究・MDS2006研究により構成され、いずれも小児血液
学会臨床研究審査委員会の科学倫理審査承認を得た。

Ｃ．研究結果
現在研究は進行中であり、2006, 2007, 2008, 2009

年診断症例を対象にすると、疾患登録（一次調査）は、
2006, 2007, 2008, 2009年順に163、184、204, 212施設
から登録された。この期間にCDAと診断された症例は
毎年1例,総計3例であった。。同じ期間に特発性再生不

良性貧血は58, 57, 59, 51例、代表的な先天性造血障害
であるFanconi貧血は5, 4, 4, 1 例。Diamond Blackfan貧
血(DBA)は10, 10, 11 11例、総計 311例であった。
同時に2009年2月から開始されている血液標本中央診
断事業で診断されたCDA症例は1例 (Type I )である。

Ｄ．考察
小児血液学会疾患登録事業は2006年に開始され、

会員施設において診断された全ての血液疾患を対象に
した、全数把握疫学研究事業である。本研究班の対象疾
患であるCDAは、小児血液専門医でも経験することが
極めて稀な疾患であり、これまでの疫学調査ではほとん
ど把握されていなかった。2006年の多賀らの調査により
CDAへの注意が喚起され、遺伝子診断の報告も相まっ
て、今回の対象期間3年間に3例の症例が登録された。ま
た本研究班発足と診断基準の啓発、全国小児・内科施設
へのアンケート調査による未診断新規症例の発掘が期
待される。すなわち今後の診断法の確立により、CDA
不全型や見逃された原因不明貧血が、今後積極的に診断
アプローチされて確定診断される可能性があり、引き続
き広く全国に調査を実施する必要がある。

Ｅ．結論
今回の疾患登録調査により、およそ日本全国で

年間1例ほどの新規診断症例が発生している事が予
想された。遺伝子診断など診断法の開発、診断基準
の周知啓発により潜在する症例が見いだされる可能
性は高く、これを下支えする疫学データベースは今
後も必要である。

Ｆ．健康危険情報

該当せず

G． 研究発表

7. 論文発表

研究期間に本研究の成果に関係する論文発表なし

8. 学会発表

研究期間に本研究の成果に関係する論文発表なし

H．知的財産権の出願･登録状況

(予定を含む)

4. 特許取得 なし

5. 実用新案登録 なし
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厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患克服研究事業)

分担研究報告書

セルバンクの精度管理

研究分担者 藤本純一郎 国立成育医療センター 臨床研究センター長

研究要旨

疾患の病態解明や診断・治療法開発には、患者由来検体の保存と活用が必須である。特に、難病等の希少

疾患の場合は、患者由来検体の体系的かつ計画的な保存ならびに分配システムの構築が望まれる。本研究で

は、Congenital dyserythropoietic anemia (CDA)の病態・診療研究に資する検体保存体制整備として、国立成育

医療研究センターにおいて構築しつつある患者由来検体保存体制の活用を提案した。希少疾患の場合、胚細

胞系列遺伝子の保存が重要であり、１）末血白血球や頬粘膜細胞の保存、２）必要に応じた細胞不死化操作、

３）厳重な匿名化による個人情報保護と検体管理、が求められる。現状では、患者由来腫瘍細胞の凍結保存、

患者細胞由来 DNA、mRNA ならびに cDNA の保存および配分の実績を有する。また、検体管理については、

検体に貼付する匿名化番号を専用の検体管理プログラムから発行するシステムを構築している。

A. 研究目的

極 め て 希 少 な 難 病 で あ る Congenital

dyserythropoietic anemia (CDA)の病態・診療研究に

資する検体保存、精度管理ならびに供給体制の整

備を行うことを目的とする。

B. 研究方法

１）希少難病患者検体保存に係る留意点

希少難病では胚細胞系列遺伝子の保存が必要に

なる。その際の留意点について考察した。

２）国立成育医療研究センターにおける患者由来検

体の保存体制概略

国立成育医療研究センターでは、国内の小児が

ん治療研究グループと連携し、患者由来検体保存セ

ンターとして機能している。本研究における患者由来

検体についてもこの保存システムを提案した。

C. 研究結果

１）希少難病患者検体保存に係る留意点

希少疾患の場合、胚細胞系列遺伝子の保存が重

要であり、１）末血白血球や頬粘膜細胞の保存、２）

必要に応じた細胞不死化操作、３）厳重な匿名化に

よる個人情報保護と検体管理、が求められる。国立

成育医療研究センターにおける検体保存システムの

実績としては、細胞の凍結保存、抽出した核酸

（DNA,RNA,ｃDNA）である。個人情報の保護につい

ては、後述の匿名化番号発行システムで管理できる

と考えられる。また、本システムでは、配分に当たり新

たな匿名化番号発行も可能であり柔軟に対応できる。

患者の個人情報は検体保存センターには収集しな

い。また、施設も検体保存番号を収集しないことが望

ましい。従って研究班あるいはそれに代わる外部機

構が患者情報、検体情報のそれぞれにリンクできる

研究 ID を発行して管理することが適切と考えられる

（図１、方法１）。なお、保存に当たっては、より管理を

厳重にするためには、研究 ID とは別の保存用 ID を

発行して保存することも考えられる（図１、方法２）。

２）国立成育医療研究センターにおける患者由来検

体の保存体制

匿名化番号発行、匿名化シール発行ならびに検体

管理を行うシステムとして、遺伝子情報提供者匿名

化システム SCTS21（三井情報開発株式会社製）およ

びライフサイエンス研究支援システム「BIOPRISM（バ

イオプリズム）」（NEC 製）を併用（一部後者のみ）して

いる。本システムでは、最初から検体はアルファベッ

トと数字のランダムな組み合わせによる匿名化番号

で保存されるため、本研究でのシステムとして最適と

考えられた（図２）。

D. 考察

細胞、抽出した核酸の保存システムは現行のもの

で実施可能である。今後、不死化した細胞の検体保

存システムを構築する必要があると考えられる。

E. 結論

Congenital dyserythropoietic anemia 患者由来検体

保存体制は整った。

F. 健康危険情報：該当なし

G. 研究発表

１．論文発表：該当なし

２．学会発表：該当なし

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。）

１．特許取得： 該当なし
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図１．検体ならびに診療情報の収集に関する体制案
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図２．セラムチューブを利用した際の匿名化シールの貼付方法

（1.5ml エッペンドルフチューブの場合も同じルールで行う）

AX5R661AX5R661

AX5R661AX5R661

AX5R661AX5R661AX5R661

2 mlセラムチューブ

検体保存用番号シール

小ラベル
(英数字)

角ラベル
(二次元
ﾊﾞｰコード)

大ラベル
（一次元
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ+
英数字）

AX5R661AX5R661

検体情報シート

AX5R661AX5R661

Ｘｘｘ ｘｘ ｘｘ ｘｘ ｘｘ



厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）

分担研究報告書

Congenital dyserythropoietic anemia (CDA)およびサラセミア貧血の効果的診断法確立

に係る研究

研究分担者 多賀 崇 滋賀医科大学 小児科 講師

Ａ．研究目的

Congenital dyserythropoietic anemia

(CDA)は、先天的に赤血球系細胞に形成異常が

あり、慢性の不応性貧血、無効造血および続

発性ヘモクロマトーシスを伴う稀な疾患群で

ある。我が国ではこれまで CDA の実態が十分

把握されておらず、本研究により我が国にお

ける CDA の実態を明らかにし、最終的に効果

的診断法や治療ガイドラインを作成すること

を目的とする。

Ｂ．研究方法

以前から行われている日本小児血液学会疾

患登録、中央診断事業をもとに、我が国にお

ける CDA の把握ならびに診断を行う。診断を

行うための診断基準、中央形態診断、遺伝子

診断のシステムを構築する。

疾患の把握は、過去に行われた全国調査を参

考に、疑い症例を含みアンケート方式で行う。

診断基準については既存のものを参考にする

が、軽症で診断基準に合致しないものも存在

する可能性があるので、独自のものを作成す

る。調査は血液専門医だけでなく一般小児科

医にも協力してもらう。

（倫理面への配慮）

調査の基本となる日本小児血液学会の疾患

登録事業として、学会倫理審査委員会で承認

されている。また、調査に関する倫理審査は、

研究代表者の所属する聖路加国際病院、遺伝

子診断に関する倫理審査は、検査実施施設で

ある名古屋大学でそれぞれ承認されている。

Ｃ．研究結果

分担研究者（多賀）が以前おこなった CDA

の全国調査を参考に、調査表を作成し、全国

の小児施設へ CDA とその疑い症例の有無に

ついて調査をおこなった。約 20 名の該当症例

に対し、現在 2 次調査と中央遺伝子診断を行

っている。現在成人領域での調査ならびに遺

伝子診断を行っている。

また、先天性骨髄不全症候群診療の参照ガ

イド（特発性造血障害に関する調査研究班：

研究代表者小澤敬也）のCDAに関する部分を

作成した。

Ｄ． 考察

調査対象を広げたにも関わらず本邦でのＣ

研究要旨： Congenital dyserythropoietic anemia(CDA)は先天的に赤血球系細胞に

形成異常があり、慢性の不応性貧血、無効造血および続発性ヘモクロマトーシスを伴う

疾患群である。従来CDAに関する知見は主に西欧から得られているのみで、本邦での

実態は明らかにされていなかった。本研究班においてわが国のCDAの実態を把握し、

効果的な診断方法、有効な治療法の開発の基盤となる研究を行う。



ＤＡ症例は少ない。遺伝子診断においても既

知の異常が見られない症例が多く、本邦にお

いては本疾患が少ないか欧米と異なった病型

である可能性もある。引き続き詳細な調査・

研究が必要である。

Ｅ． 結論

わが国のＣＤＡの実態の正確な把握と、よ

りよい治療法を開発するため、今度も調査、

研究が必要である。

F． 研究発表

9. 論文発表 なし

10. 学会発表 なし

G．知的財産権の出願･登録状況

(予定を含む)

6. 特許取得

なし

7. 実用新案登録

なし

8. その他
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厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）

分担研究報告書

Congenital dyserythropoietic anemia (CDA)およびサラセミア貧血の効果的診断法確立

に係る研究

研究分担者 渡邉健一郎 京都大学小児科 講師

Ａ．研究目的

CDA 症例について二次調査と遺伝子検索

を行い、疾患像を明らかにする。サラセミ

ア貧血については出生前診断法を確立する

。また、これらの希少な遺伝性血液疾患の

登録、細胞保存体制の整備を行う。

Ｂ．研究方法

日本小児血液学会中央診断、疾患登録シ

ステムを利用する。また一次調査で把握さ

れた症例を含めて、CDAの責任遺伝子の検

索を行う。

（倫理面への配慮）

日本小児血液学会疾患登録事業は疫学研

究倫理指針に準拠した臨床研究として学会

倫理審査委員会で承認されている。患者検

体を用いた研究の実施にあたっては、倫理

委員会の承認を得た上で、患者及び家族に

十分な説明を行い、文書による同意を得る

。またヒトゲノム遺伝解析に関する倫理指

針に従う。

Ｃ．研究結果

一次調査で把握されたCDA症例につい

て二次調査を施行中である。名古屋大学小

児科で遺伝子解析が行われ、2例で変異が

認められた。

Ｄ． 考察

二次調査、遺伝子解析の結果が出れば、

CDA国内発生例の特徴が明らかになると考

えられる。

Ｅ． 結論

わが国のＣＤＡの実態の正確な把握と、

よりよい治療法を開発するため、今度も調

査、研究が必要である。

F． 研究発表

11. 論文発表 特になし

12. 学会発表 特になし

G．知的財産権の出願･登録状況

特になし

研究要旨：

CDA は先天的に赤血球系細胞に形成異常があり、慢性の不応性貧血、無効造血およ

び続発性ヘモクロマトーシスを伴う疾患群である。本研究班において把握された症例に

ついて二次調査と遺伝子検索を行い、疾患像を明らかにする。サラセミア貧血について

は出生前診断法を確立する。また、これらの希少な遺伝性血液疾患の登録、細胞保存体

制の整備を行う。



厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）

分担研究報告書

Congenital dyserythropoietic anemia (CDA)およびサラセミア貧血の効果的診断法確立

に係る研究

研究分担者 関沢明彦・昭和大学医学部産婦人科学教室・准教授

Ａ．研究目的

胎児の染色体異常や遺伝子異常を診断

するためには羊水穿刺や絨毛採取などに

より胎児細胞を採取する必要がある。し

かし、これらの方法には 0.5-2%に流産の

リスクがあり、より安全な胎児細胞の回

収法の開発が期待されている。母体血中

に胎児細胞が存在することが最初に報告

されたのは 19 世紀に遡るが(Schmorl,

1893)、母体血中の胎児細胞数が僅かであ

るため、それを出生前診断に用いる試み

はなかった。1980 年代後半になり、PCR

法やFISH法のような高感度な遺伝子分析

法が利用できるようになり、無侵襲的な

出生前診断法の標的として、世界中で盛

んに研究されるようになった。母体血中

胎児細胞の中で有核赤血球は、識別が容

易で、前の妊娠の影響を受けないと考え

られるため理想的な標的細胞である。母

体血中に存在する有核赤血球を用いた胎

児の遺伝子診断は、母体・胎児に無侵襲

な理想的検査法である。本研究では、母

体血中からの有核赤血球の回収方法と分

析方法の確立を目標に研究する。

Ｂ．研究方法

妊娠 10-20 週の妊婦を対象に、母体血

14ｍL を採取する。母体血から有核赤血球

をパーコール2段階比重遠沈法で濃縮し、

自動有核赤血球識別装置で同定した後、

Micromanipulation 法で有核赤血球を単

離し、X,Y染色体特異的プローブ及び21、

18 番染色体特異的プローブで FISH 解析

を行う。今回は、一次分離の段階でより

細胞ロスのない分離法の確立のため、比

重液の比重、密度、種類などを変化させ、

至適な分離条件を検討する。

（倫理面への配慮）

本研究では、検体採取に当たっては倫

理委員会承認の説明用紙を用いてインフ

ォームド・コンセントを得ている。また、

個人情報の管理には十分な配慮を行って

いる。具体的には、検体と臨床情報は切

り離して保管するなど、臨床データ・遺

伝子データの情報漏洩がないように最大

限の注意を払っている。

Ｃ．研究結果

比重遠沈法での有核赤血球回収数は、高

比重液ほど多いが、その背景細胞数は著

増し、非効率性が際立った。FISH 法の細

研究要旨： 母体血中に存在する有核赤血球を用いた胎児の遺伝子診断は、母体・胎

児に無侵襲な理想的検査法である。我々は、比重遠沈法、レクチン法、有核赤血球自動

識別装置、マイクロマニュピュレーション、FISH法の組み合わせで胎児染色体診断で

きることを示した。さらに、比重遠沈法を工夫することで、レクチン法と同等の細胞回

収が可能なことも確認し、その診断精度についての検討を継続している。さらに、FISH

診断の精度も向上している。



胞の前処理によって有核赤血球への FISH

シグナルの入り方の違いがある。細胞膨

化 処 理 と し て 10mM Lithium

Diiodosalicylateを用いない場合のFISH

(Y-probe）シグナルの入る率は 40％であ

ったが、処理により 85％に向上した。さ

らに、蛋白分解を行うためペプシン処理

を行うことで FISH 効率は 90％に向上す

るなど、数か所のプロトコールの改変を

行った。その上で、最適化プロトコール

でこれまでに 9 例の検体で分析が終了し

ている。14mL の血液から平均 9 個（最小

－最大：1－27）の有核赤血球が回収され、

FISH 分析が行われた。症例の中に 4 例の

男児妊娠例が含まれていたが、その 4 例

は正確に診断され、診断精度は 100％であ

った。

Ｄ．考察

母体血中に確実に有核赤血球が存在す

ることを再確認した。その上で、母体血

中有核赤血球を用いた胎児染色体診断法

の臨床応用の可能性を証明した。しかし、

母体血中の有核赤血球の由来が 40％程度

しか胎児由来でないことになると、パー

コール法でもレクチン法でも、理論的に

100％胎児細胞を回収できないことにな

る。正確な胎児診断をおこなうためには

できるだけ多くの有核赤血球を回収する

必要がある。

今後、パーコール法の診断精度を更に症

例を積み重ねて明らかにするとともに、

より回収数を増やす工夫が必要と考える。

Ｅ．結論

母体血中に存在する有核赤血球を用

いて高い精度で胎児の染色体数の診断

が可能なことを証明した。
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