
検体種類 採取方法 成功率 検査 
期間

加追*  
費用

口内上皮
ほほの内側を満遍なく5回以上擦った
綿棒(滅菌状態の綿棒は郵送するDNA
鑑定キットに含まれています)

◎ +0日 無

血液 採血の後EDTA処理された血液0.01ml以上 ◎ +2日 1万円

精液 精液が付いたティッシュペーパー  
コンドーム、布など ◎ +4日 3万円

タバコの吸殻
紙コップ 唇を付けた部分、タバコは2本以上 ◯ +3日 3万円

毛髪&体毛
毛根が付いている頭髪または体毛3本
以上(5本以上が望ましい。 自然に抜

けた毛髪は不可)
◯ +3日 3万円

血痕
直径1cm以上の血液が付いている
ティッシュペーパー、コンドーム、

布、ナプキンなど
◯ +4日 3万円

歯ブラシ
3回以上使用され、自然に乾燥されて
いるもの(UV殺菌器具の中で保管され

たものは不可)
◯ +4日 3万円

爪 爪切りなどで切った0.5cm以上の
爪5ピース以上 ◯ +7日 3万円

へその緒 乾燥状態のへその緒
(長さ3cm以上が望ましい) ◯ +5日 3万円

耳垢 2mg以上の耳垢が付いている  
耳かき、綿棒など ◯ +3日 3万円

ガム シュガーレスのもの、または5分以上
噛んだガムを素手で触らずに採取 ◯ +3日 3万円

鼻水 鼻をかんだティッシュペーパー △ +3日 3万円

割り箸 食事に使われてから乾燥させたもの △ +3日 3万円

歯 抜歯した歯 △ +3週 10万円

その他 組織切片、電気シェーバーのヘッド
など △ 相談 相談

DNA鑑定
検体採取方法

※  SeeDNAに遺伝子検査を依頼いただき、ありがとうございます。  
この説明書を参考にDNA検査に必要な検体を正しく採取してください。
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特殊検体の
採取方法と
検査期間
&
費用

◎ : 成功率 95% 以上     ○ : 成功率 60%~95%     △ : 成功率 60% 以下

(株)SeeDNA法医学研究所は、日本で年間2千件以上の法
医学検査を行う信頼度/依頼件数NO .1の検査機関です。  
従来の検査で問題となった、出生前親子鑑定の精度を3倍
以上改善した高度な検査法による、最高レベルのサービスを
保証します。

株式会社SeeDNA法医学研究所 
〒121-0813 東京都足立区竹の塚3-10-1 竹の塚ビル2階

・ 検体の種類による検査精度の違いはありません。

・ 検体の保管状態により、検査の成功率は変わります。検体から 
     解析に充分なDNAが抽出できない場合、検査結果が得られない 
     こともあります。

・  液体状態の特殊検体以外の口内上皮と全ての特殊検体は、完全乾燥の
状態であれば、室温で一週間程度保管可能です。一週間以上の保管が
必要な場合は-20℃で保管してください。水分が残っているとDNAが分
解されてしまい検査ができなくなってしまいますのでご注意ください。

・ 血液は保冷剤と緩衝材で包装し、採血をした当日中にご返送ください。

位置

成功率 :  検体の保存状態が良好で、検体サンプルが的確な 
方法で採取された場合の成功率を示します。

* 1検体あたりの追加費用(税別)                                           
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•    必ず妊娠8週目以降に採血をし、採血した当日  
 中にご返送ください。

•  血液の状態、胎児のDNAの不足により結果が  
 出ない場合、無料再検査をお受けいただけます。

• 申込書、同意書にご署名のない被検者の検査は  
   いたしかねます。

•  依頼人の同意なしで依頼人以外の方に検査結果
  をお知らせすることは、いたしかねます。

•   必ず妊娠8週目以降に採血をし、採血した当日中に
ご返送ください。

•  採血が終わった後、チューブの中の溶液と血液が均
一に混ざるよう、ゆっくり5回程度チューブを上下
に返してください。

•  採取した血液は、チューブが割れないよう緩衝材で
包み、保冷剤と一緒にご返送ください。

•  検体の取り間違いを防止するため、検体採取は必ず1人ずつ  
 行ってください。

• 飲食直後の検体採取はお避けください。

• 採取した口内上皮は充分に乾燥させた状態でご返送ください。

•  検体採取後の綿棒は、日の当たらない場所で半日程度自然乾
燥していただくか、自然乾燥することが難しい場合、ヘアド
ライヤーで軽く熱を加えながら5分ほど乾燥させてください。

•  検体採取の際に、本人以外の方が検体に触れたり、綿棒の先
に本人以外の唾液が付着した場合、本人以外のDNAの影響に
より、判定ミスの原因となります。

※注意 口内上皮の保管方法
口内上皮の検体採取後、1週間以上保管する場合、完全に乾燥した状
態で、-20℃以下で保管してください。 湿気のある場所や直射日光は
お避けください。検体の保管状態により検査結果が得られないことも
ございます。

口内上皮 血  液 検査の流れ 

※ 注意 血液の返送方法  
冷蔵配送は検体破損の原因となります。必ず返送用封筒に保冷剤を
同梱し、室温状態で返送してください。

妊娠6週目から胎児のDNAがお母様の血液に流れ始めます。お母様の血液から
抽出した胎児のDNAを、NGSを用いる次世代DNA配列解析手法によりお父様の
DNAと比較することで血縁関係の確認ができます。一般的には妊娠期間が長く
なるほどお母様の血液に流れる胎児のDNA量は増加し、8週目以降になるとお

母様の血液に流れる胎児のDNAが解析が行えるレベルまでお母様の血液に蓄積
されます。私どもSeeDNAで行われている検査は、2012年に出生前検査方法が
開発された当時に比べ最新の検査方法を使用しているため、精度も格段に上が
っております。安心してご依頼ください。

•血液を用いた胎児の検査

1.  綿の部分に手が触れたり、他の 
 、らがなし意注にうよいなれ触にのも 

     2本の綿棒を一緒に取り出します。

1.  検体採取キットに同梱された保冷
剤を冷凍し、チューブとともに 
病院へご持参ください。

3.  グラスなどに綿棒を立て掛け、一
晩自然乾燥、もしくはドライヤーの
熱風を5分程度当て、完全乾燥 
させます。

3.  採血したチューブを緩衝材で包
んだ後、 保冷剤と一緒に半透明
アルミパックに入れて密封して
ください。

2.   綿棒2本を1回分とし、ほほの内側に当て、
軽く5回以上擦ります。この作業を2回繰り  
返し、綿棒4本分の口内上皮を採取します。

2.    血液を採取した後、チューブ内の溶
液と血液が均一に混ざるようにゆ
っくり上下に5回程度返してください。

4.    完全に乾燥させた綿棒を付属の紙袋に
入れます。綿棒を入れた紙袋と乾燥剤
を半透明アルミパックに入れてから、
次の被検者の検体採取を行います。

4.    血液を採取した当日に研究所へ血液をご 
        返送ください。(検査申込書、同意書に記 
        入漏れがないかを確認後、男性の口内上
        皮とともにレターパックに入れて郵送 )

正しい 
採取方法

本マニュアル通りに検体採取が行われていない
場合、判定ミスの原因となります。

正しい 
採取方法

本マニュアル通りに検体採取が行われていない
場合、判定ミスの原因となります。

• スピード検査は、検体弊社到着翌日より5-10営業日以内、通常検査
は10-16営業日以内に結果報告いたします。

•   検査の結果、血縁関係が否定された場合、検査に誤りがないか確認
するため同一の検査を繰り返す、ダブルチェックが必要となります。
そのため、結果報告予定日が6～7日の範囲内に設定されています。

•  検査期間は、土・日・祝日を除いた営業日基準です。午後に検体が
研究所へ到着した場合、結果の報告予定日に1営業日追加されます。

ウェブサイト、または
電話で検査申込み

検査料金決済 検体採取 
キット発送

研究所へ返送 検査 結果報告 

検査に必要な 
検体を採取

キットの受取申込書と同意書の
記入


