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ヘルスケアデータとゲノム解析を活用した 
病気の予防・早期発見に向けた取組み 

 

病気の発生や進行を未然に防ぐ「究極のスマートライ
フ」の実現に向け，まずは妊娠に関わる病気や体調変化を
対象に，数百名規模の妊婦のゲノム情報，血液などに含ま
れる体内物質，日々のヘルスケアデータの3要素を組み合
わせた情報解析を行う共同研究を開始した．多くの妊婦が
発症しながらも原因不明であった病気の発症予防方法や早
期発見方法が世界に先駆けて確立されると期待される． 
なお，本研究は東北大学 東北メディカル・メガバンク
機構（山本機構長，長﨑教授ら）との共同研究により実施
している． 

 

  

1. まえがき 
ドコモは，2015年4月に発表した

「中期目標に向けた新たな取り組み」

として，パートナーとの協創による

価値創造を掲げ，社会的課題の解決

にも取り組むことをめざしている[1]．

社会的課題には，健康・医療分野も

含まれ，多くの人々が関わる病気の

発症や進行を未然に防ぐ「究極のス

マートライフ」の実現に向けた研究

開発を推進している． 

病気は，生まれ持った個人の体質

である遺伝要因と，生活習慣や生活

環境などの後天的な環境要因が複雑

に絡み合って発症すると考えられて

いる．遺伝要因の解析は，2003年

に初めてヒトの全ゲノム＊1が解読[2]

されて以来，ゲノム解析技術の発展

により大きく進歩したが，環境要因

の解析は従来通り生活習慣の質問票

が主流であり，その精度と頻度が課

題であった．一方ドコモは，モバイ

ル端末やネットワークの強みを活か

し，日常的に血圧や活動量などのヘ

ルスケアデータを計測することで，

生活習慣の一部を高精度かつ高頻度

に把握できるヘルスケアデータ収集

基盤をドコモグループとして構築し，

運用している．この基盤を活用する

ことで，環境要因の解析を充実させ

られると考える． 

妊娠に関連する病気は，根本的な

予防や治療方法が見出されていない

ものが多く，現代医学における重要

な問題の1つとされている．ドコモ

は，妊娠に関連する病気を第一の研

究対象とし，ゲノム情報に加えて定

期的な採血などで得られる体内物質

と，ヘルスケアデータ収集基盤を活

用して得られる日々のヘルスケア

データを組み合わせ，世界に先駆け

て統合的に解析することで，妊娠に

関連する病気の発症予防法や早期発

見法の確立をめざす． 

本稿では，病気の要因，個別化医

療・予防の課題とドコモのアプロー

チ，妊娠に関する病気を研究対象と

した共同研究についてその方法と期

待される成果を解説する． 

なお，この取組みは，日本屈指の

ゲノム解析拠点である東北大学 東

北メディカル・メガバンク機構

（ToMMo）をパートナーとし，2014

年11月より共同研究を開始してい

る[3]． 

2. 研究の背景：病気の
要因 

研究の目的は，病気の発症予防法
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＊1 ゲノム：全染色体を構成するDNA（＊2参
照）の全塩基配列上にある遺伝情報の全体
を指す． 
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体内物質のバランスに
異常発生

 
図1 健康状態と遺伝・環境とのかかわり 

や早期発見法の確立をめざすことで

あるが，まずは背景として病気の要

因について解説する．多くの病気は，

遺伝要因と環境要因が絡み合って発

症すると考えられており，病気の発

症や進行を未然に防ぐためには両要

因を詳細に解析することが重要であ

る（図1）． 

2.1 遺伝要因 
遺伝要因とは，病気の発症要因の

うち，親から子へ受け継がれる体質

などの先天的な遺伝情報に因るもの

のことであり，その情報はヒトの細

胞にあるデオキシリボ核酸（DNA：

Deoxyribo Nucleic Acid）＊2という物

質の並び方により決定される．ヒト

のDNAは4種類の塩基から構成され

2重らせん構造を形成しており，そ

の数は約30億対にものぼる． 

DNAにある塩基の並び方（塩基配

列）は，タンパク質など体内物質の

設計図となる情報を含んでいる．塩

基配列の一部分は，その情報を保っ

たままmRNA（messenger RNA）＊3

としてコピーされ，このmRNAを基

にして主要な生体物質であるタンパ

ク質などが合成される．タンパク質

は，生命活動を維持するために，筋

肉や臓器を作る機能，食事の消化・

吸収の機能，免疫機能，各臓器の働

きを調整する機能などを担う．塩基

配列は個人によって部分的に異なっ

ており，塩基配列を基に生成される

タンパク質の機能も個人によって異

なる．そのため，人によっては正常

に機能しないタンパク質が生成され，

それが病気の引き金となることがあ

る．例えば，血圧を安定させるため

には特定の体内物質が必要であるが，

この体内物質の生成に関わるタンパ

ク質の塩基配列に異常がある場合，

体内物質の量を正しくコントロール

できず，高血圧症などの発症の遺伝

要因となる． 

2.2 環境要因 
体内には，タンパク質や代謝産物

 
 
 
 
 

＊2 デオキシリボ核酸（DNA）：生物における
遺伝情報を担う物質で，4種類の核酸塩基
（アデニン，グアニン，シトシン，チミ
ン）から構成される． 

 
 

＊3 mRNA：タンパク質を合成するために
DNAの塩基配列の一部から生成される物
質． 
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などのさまざまな物質が存在する．

代謝産物とは，脂質やアミノ酸など

の物質であり，体内でのエネルギー

の生産・消費の化学反応などの過程

で生じる．体内には数千種類の代謝

産物が存在すると言われている． 

これらの体内物質は，日々生成さ

れ，消滅しており，生命活動に支障

が出ないように一定の範囲の濃度に

コントロールされている．一方，こ

れら体内物質の種類や濃度は環境要

因によって変動する．その代表例が，

食事や運動，睡眠などの生活習慣で

あり，それらが乱れると体内物質の

バランスが崩れ，体調が変化し病気

につながる．また，気候や気温など

の生活環境も，環境要因として体調

の変化に影響する．例えば，妊娠期

間中の血圧は出産予定の時期によっ

て変化することが知られている[4]． 

このように，我々の生命活動は遺

伝要因だけでなく，さまざまな環境

要因による影響を受けている．これ

ら2つの要因が複雑に関与して，タ

ンパク質など体内物質の機能，種類，

濃度に変化をもたらし，体調にも変

化を引き起こす．このいつもと違う

小さな変化が「予兆」となり，さら

に悪化することで最終的に病気の発

症に至る．個人ごとに異なるこれら

の要因を適切に把握することで，個

人の体質にあった個別化医療や個別

化予防の発展が期待される． 

3. 個別化医療・予防の
課題とアプローチ 

遺伝要因の解析はゲノム解析の発

展により大きく進歩したが，環境要

因の解析は従来通りの半年から1年

に1回程度の定期的な自己申告式に

よる生活習慣の質問票が主流であり，

その精度と頻度が課題であった．よ

り正確な生活習慣の把握には，日々

の客観的な生活習慣の観測が必要で

ある． 

ドコモは，モバイル端末やネット

ワークによるヘルスケアデータ収集

基盤を活用し，日常的に血圧・室温，

体重，体温，活動量，睡眠などのヘ

ルスケアデータを計測・取得するこ

とで，生活習慣の一部を高精度かつ

高頻度に把握できる．例えば，体重

体組成計で計測後に，スマートフォ

ンで体重体組成計をタッチし，NFC

（Near Field Communication）＊4によ

り計測データをヘルスケアデータ収

集基盤に登録してもらうことで，利

用者の日々のヘルスケアデータを一

括して管理することができる．これ

により，従来は困難であった日常的

な生体情報や生活行動などを把握す

ることが可能となる． 

ヘルスケアデータ収集基盤を活用

し得られた情報は，定期的な採血に

よって得られる体内物質の情報や，

ゲノム解析によって得られる遺伝情

報などと総合的に分析することで，

病気の予防や早期発見に関する新し

い知見をもたらすことが期待される． 

4. 研究対象 
世の中には数多くの病気が存在す

るが，中でも患者数が多く，また患

者ごとの環境要因の分析が難しいこ

とにより解明の進んでいないものに，

妊娠に関連する病気がある．例えば

妊娠高血圧症，妊娠糖尿病，早産な

どがあり，国内で年間100万人の妊

婦のうち約20万人がこれらの病気

に苦しんでいる．しかしながら胎児

への影響が出ないように投薬や検査

が制限されることなどが関係し，原

因の解明や根本的な治療が進んでい

ない．さらに，妊娠中の健康状況が，

母および子の将来の健康に大きく影

響することが分かっている．例えば，

妊娠中の母親の肥満は，子の若年死

亡リスクを増大させることが知られ

ている[5]． 

ドコモは，妊娠に関連する病気を

第一の研究対象とし，ゲノム情報の

みならず，定期的な採血などで得ら

れる体内物質と，日々のヘルスケア

データを組み合わせ，統合的に情報

解析することで，妊娠に関連する病

気の発症予防法や早期発見法の確立

をめざしている． 

5. 共同研究 
ドコモは，妊娠に関連する病気に

対して上記課題に取り組むために，

ToMMoと，約4年半にわたる共同研

究を2014年11月より開始した． 

5.1 ToMMo 
ToMMoは，未来型医療を築いて

震災復興に取り組むことを目的に設

置された機関である．今後15万人も

のゲノムを収集・保存するバイオバ

ンク設備と，日本最大級のゲノム解

析基盤と技術を併せ持つ国内有数の

ゲノム研究拠点である．ToMMoで

は，三世代コホート調査＊5 [6]として，

病気を発症する前の段階から妊婦を

＊5 コホート調査：ある集団の健康上の変化を
把握し，体質や生活習慣などと将来発症す
る病気との関連を調べる研究． 

 

 
 
 
 
 
 

＊4 NFC：近距離無線通信技術であり，FeliCa
などを含む． 
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ヘルスケアデータ

収集基盤※

婦人用体温計 体重体組成計

血圧計 活動量計
スマートフォン

※ドコモ・ヘルスケア株式会社が提供する健康プラットフォーム「WM（わたしムーヴ）」
「WM（わたしムーヴ）」は，ドコモ・ヘルスケア株式会社の登録商標．

スマートフォンをヘルス
ケアデバイスにタッチす
るだけで，日々の測定
データを収集

 
図2 使用するデバイス 

中心に，生まれてくる子とその兄弟，

父親，祖父・祖母を対象にした大規

模な調査を実施しており，採血およ

び調査票による遺伝要因と環境要因

の解析を行っている． 

5.2 共同研究概要 
本共同研究は，ToMMoの持つゲ

ノムなどの解析基盤と，ドコモの持

つモバイル・ヘルスケアデータ収集

基盤を合わせることで，遺伝要因と

環境要因の網羅的な解析を強化し，

新しい予防法，早期発見法を確立し

て母子の健康や医学の発展に貢献す

るのが狙いである．東北大学医学系

研究科による倫理審査委員会の承認

を得て，ドコモは三世代コホート調

査の追加調査として「マタニティロ

グ調査」を実施する．これは，東北

大学病院の産科を受診する妊婦を対

象に，三世代コホート調査で実施さ

れる採血に合わせて追加採血などを

行い，加えて日々のヘルスケアデー

タの計測などを行う．対象となる妊

婦は数百名規模を予定し，妊婦には

妊娠初期から産後約1カ月後まで，

調査に参加してもらう． 

妊婦は毎日，指定のデバイスを使

用し，血圧・室温，体重，体温，活

動量などを計測し，スマートフォン

を通じてヘルスケアデータ収集基盤

に計測値を登録する（図2）．また，

調査参加期間中に複数回，採血など

を実施する． 

血液などから得られるデータやヘ

ルスケアデータは，妊婦に関する機

微な情報である．本共同研究におい

ては，ToMMoのセキュリティガイ

ドラインに基づき，セキュリティ体

制を整備し，個人情報を厳重に管理

している．血液データやヘルスケア

データなどは，ToMMoにてただち

に匿名化することで，本人を識別で

きない形で分析に用いられる． 

5.3 共同研究での課題 
ヒトを対象とした観察研究を実施

するうえでは，被験者や医師をはじ

め，非常に多くの関係者が関わるた

め，綿密な研究手順の設計と共有，

事前検証，サポート体制の構築が重

要となる． 

さらに，被験者となる妊婦が約

10カ月もの長期にわたり継続的に

ヘルスケアデータなどを計測・登録

する調査となるため，データ登録を

継続するモチベーションの維持も課

題である．そこで共同研究専用のス

マートフォン用アプリを開発し，登

録率に応じたゲーム的な要素を加え

るなど，被験者が胎児の様子や体調

の変化を楽しめる工夫が重要である． 

5.4 期待する成果 
過去に妊婦を対象とした代謝産物

などを解析した研究例はあるが[7]，

血液などを定期的に採取し，ゲノム
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ゲノムなどの解析技術と，モバイル・ヘルスケア基盤による
日々の見守りを融合した妊婦特有疾患の予防・早期発見技術

妊娠中 出産妊娠前 出産後 発育期

安心・安全な妊
娠・出産に向け，
個人の体質や生
活環境に合わせ
た体調管理

妊婦特有疾患の
予防・早期発見
による母体と胎
児の健康維持

妊婦特有疾患を
経験することな
く安心して出産
を迎える妊婦の
増加

出産後に発症す
る高血圧症や糖
尿病などの減少

胎内環境などの
改善による健全
な発育

 
図3 期待される将来の社会的価値 

や体内物質に加え，日々のヘルスケ

アデータと組み合わせた網羅的解析

は世界初である．これにより，タン

パク質や代謝産物などの体内物質の

経時的変化をとらえ，日々のヘルス

ケアデータとの関係性，病気の発症

との関係性，ゲノムとの関係性を明

らかにする予定である．そして，生

活習慣と体内変化の因果関係や，体

内変化と血圧などへの因果関係を明

らかにし，妊娠に関連する病気の予

防方法や早期発見方法を確立するこ

とをめざす． 

妊娠に関連する病気を予防・早期

発見できれば，妊娠中や出産時，出

産後のみならず，妊娠前や子の発育

期にも良い効果をもたらす（図3）．

妊娠中の母児の健康に，妊娠前の体

調管理が影響する可能性が指摘され

ており，健康な妊娠のための個人に

合った体調管理方法を開発すること

で，妊娠に関連する病気の発症リス

クを低減することが期待される．ま

た，妊娠中の体調管理・病気予防方

法の開発により，無事に出産を迎え，

出産後も健康を維持できる妊婦が増

加することも期待される．例えば，

妊娠高血圧症や妊娠糖尿病を発症す

ると，出産後にも高血圧症や糖尿病

を発症するリスクが高まることが知

られている．そのため，妊娠中のそ

れらの病気発症を抑えることで，出

産後の病気罹患率の低減が期待され

る．また，胎内環境の改善により胎

児の健全な発育がなされ，母親だけ

でなく子供の発育にも良い影響が波

及することが期待される．このよう

に，妊婦特有の病気の予防・早期発

見技術を確立することで，妊娠前の

段階から子どもの発育期に至るまで

広範囲にわたって母子の健康が守ら

れる． 

6. あとがき 
本稿では，病気の要因，個別化医

療・予防の課題，研究対象および，

共同研究についてその方法と期待さ

れる成果を解説した． 

将来的には，妊婦を対象とした予

防方法・早期発見方法の探索研究で

得られた知見を，妊婦以外に発症す

る病気の予防へと展開し，人々の健

康寿命延伸に貢献していきたい． 
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