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マウントサイナイ医科大学

　マウントサイナイ医科大学はニューヨーク市マ

ンハッタンのアッパーイーストサイドという地区

にあり、セントラルパークと５番街に面する私立

医科大学である（図１）。1852年にユダヤ人のた

　

めの病院としてマウントサイナイ病院が開設さ

れ、大学としては1963年に設立された。歴史的に

見ると、アメリカの病院は医者を自宅に呼べない

貧しい労働者階級のための慈善施設であったよう

である。アメリカの病院の多くが宗教と関係のあ

る名前を有するのは設立当時の慈善病院の名残で

あり、マウントサイナイもニューヨークの貧しい

ユダヤ人のために作られたとのことであった。

　現在のマウントサイナイは、高度専門医療のた

めの総合病院であるとともに医学教育病院で、

ベッド数1171床、入院患者が年間約５万人、外来

患者45万人というアメリカの中でも最大級の規模

の病院のひとつである。マウントサイナイに勤務

する指導医（attending physician）は2181人、レ

ジデントとフェローは併せて689人、看護師は

1800人を超え、全米のみならず日本をはじめ世界

中から様々な分野の医療関係者が常に訪問してい

る。医学生の実習先としても有名で、私が滞在し
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はじめに

　私は2007年８月から約１年間、米国ニューヨー

ク市にあるマウントサイナイ医科大学病院移植外

科にvisiting fellowとして留学し、主に肝移植手術

に携わった。今回、マウントサイナイでの経験を

もとに、アメリカでの肝移植の現状を報告する。

渡米までの経緯

　私は1992年に富山医科薬科大学（現 富山大

学）医学部を卒業後、同大第２外科に入局して消

化器癌を治療する腫瘍外科医を目指していた。大

学院も癌研究を行い、卒業後は癌転移の基礎研究

のために米国留学（ミシガン州デトロイト・ウエ

イン州立大学カルマノス癌研究所）をし、帰国後

は一般外科の経験を積むために症例の豊富な関連

施設を回らせていただいた。ところがその臨床研

修の間に臓器移植に興味が出てきて、他大学まで

赴いて臨床留学経験者の話をうかがったり、学会

で渡米した際にアメリカの病院の見学をして、ま

すます肝移植に興味を持つようになっていた。富

山に帰局前の半年は、生体肝移植のメッカである

京都大学移植外科で勤務させていただいた。京大

での経験で移植医療に興味がさらに湧いたが、日

本では生体肝移植は普及してはいるものの、生体

肝移植に比べて技術的には容易であるはずの脳死

肝移植がほとんど行われていないのはどうしてか

という単純な疑問が自分の中に出てきた。脳死移

植が盛んなアメリカの状況をこの目で見てみたい

という気持ちが強くなり、渡米を計画するという

ことになった。

図１．マウントサイナイ医科大学全景
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が選ばれる。

　UNOSの設立前までは各地域の臓器調達機関と

病院が臓器の分配にかかわっていたが、その際、

縁故が働いたり金銭が動いたりして不公平な分配

が行われていたようである。その反省から全国

ネットワークが誕生し、公平な臓器の分配を行う

だけでなく、臓器移植医療の理解を広める役割も

果たしてきた。

　U N O Sの認証のもとでO P O（O r g a n 

Procurement Organization）という地域臓器斡旋

機関があるが、脳死ドナー候補者の家族から臓器

提供の同意を得て移植手術につなげる仕事をして

いる。全米で58団体が活動しており、ここで集め

られた情報がUNOSにより全米規模で統一され、

より適切な臓器提供が行われる。アメリカでは脳

死の疑いのある患者がいる場合、看護師がOPOに

連絡し、OPOが家族に接触し臓器移植についての

情報を提供して臓器提供について尋ねることに

なっている。

　ニューヨークの場合はNYODN（New York 

Organ Donor Network）という組織があり、その

職員の中で最も多いのはドナー・コーディネー

ターであり、主として元看護師がさらに専門の資

格を取って働いていることが多い。ドナー・コー

ディネーターが移植のための臓器提供の同意をド

ナーの家族から得て、諸々の手続きを行う。全米

の移植医療を支えているという誇り、自負がス

タッフにみなぎっているように感じられた。今

後、日本においても脳死移植の普及にともなっ

て、ドナー・コーディネーターの存在がより重要

となってくるものと思われる。

マウントサイナイでの肝移植

　肝移植の歴史の幕を開けたのはピッツバーグ大

学のトーマス・スターツル教授である。1963年３

月１日、彼が当時在籍していたコロラド大学で、

胆道閉鎖症の３歳児に世界初の肝移植を行われた

が、術中の大量出血により死亡した。年単位で生

存した症例が出たのは、その４年後のことであ

ている間にも、ドイツ、スウェーデン、韓国、

オーストラリアなど、世界中からマウントサイナ

イの肝移植プログラムで生の移植医療を経験して

いた。私の母校の後輩も約２週間という短期間で

あったが、マウントサイナイを訪れ、手術に入っ

てマウントサイナイでの充実した生活をかなり楽

しんでいた。

　現在、私のような米国医師免許を持たない日本

の医師が、アメリカで臨床に参加できる施設は限

られている。マウントサイナイの移植プログラム

は、以前からvisiting fellowの受け入れを認めてい

たことが知られており、私の場合は移植プログラ

ムの責任者に連絡を取り、面接を経て採用が決

まった。

米国での移植医療

　表１に筆者がアメリカに滞在したほぼ同時期に

行われたマウントサイナイ及びアメリカ全体で行

われた移植手術を示すが、このようにアメリカで

は臓器移植といえば脳死移植が中心である。現在

のアメリカでは、移植医療はすでに確立された一

般医療として定着している。米臓器移植法が制定

された1984年に、UNOS（United Network of 

Organ Sharing）という全米臓器分配ネットワー

クが創設され、公的機関として臓器移植希望者を

登録し、提供者が現れたときに厳格な医学的基準

に基づきレシピエントが決定されるというシステ

ムが確立している。ドナーとレシピエントの情報

はすべてUNOSに集められ、ひとたびドナーが出

ると瞬時にコンピューターで適切なレシピエント

表１．マウントサイナイでの移植
（2007/7/1-2008/6/30）

脳死（全米）

肝 127（6,149） 7（268）

腎 75（10,544） 73（5,862）

膵 6（461）

小腸 6（186）

心 12（2,136）

肺 11（1,476）

生体（全米）
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ない患者の場合は、ソーシャルクリアランスで問

題となる。また、米国の医療では医療保険の有無

が非常に重要で、移植医療においても患者個人の

医療保険、あるいはメディケア（退職後の公的医

療保険）またはメディケイド（低所得者用の公的

医療保険）に入っていなければ、ファイナンシャ

ルクリアランスで問題となり、移植待機リストに

は登録されない。移植医療の場合は術後も高額な

免疫抑制剤の服用が必要で、その医療費を負担で

きないと判断される場合は移植を受けることがで

きない。マウントサイナイでは待機リストに登録

するかどうかのカンファレンスを経て、登録の最

終決定がなされる。ひとたび待機リストに登録さ

れると、MELDスコアと血液型によりランク付け

され、移植オファーを待つことになる。

　脳死患者が出ると、移植のオファーがUNOSか

ら各施設のコーディネーターへと連絡が行き、移

植外科医がそのオファーを受けるかどうかを決定

する。移植オファーの受け入れが決まると、肝移

植を行う病院の移植外科医がドナーのいる病院ま

で臓器摘出のために出かけていって肝臓を摘出す

る。ドナー手術はたいてい夜中に行われ、朝方、

マウントサイナイに持ち帰り、レシピエントの手

術は通常の時間帯で行われるようにスケジュール

が組まれているようであった。

　マウントサイナイの場合は、procurementには

attending surgeonは参加せず、clinical fellowと私

のような visiting fellow, レジデントあるいは医学

生とともに出かけていく。救急車がマウントサイ

ナイの救急外来の前に横付けされ、近くの病院の

場合はそのまま救急車で向かう。ドナーの病院が

遠方の場合は飛行場まで救急車で向かい、小型

ジェット機に乗って降りた空港には飛行機の目の

前に救急車が待機しており、そのまま病院まで連

れていかれる。Procurementの準備はすでにコー

ディネーターにより終わっているため、移植外科

医はほぼ手術をするだけの状態が整っている。臓

器摘出手術が終わり次第、再び救急車あるいは飛

行機に乗りマウントサイナイまで引き返すことに

なる。私がマウントサイナイに在籍中は約70例の

り、肝移植の黎明期は移植医療の難しさが実感さ

れた時期であった。周術期を乗り越えることがで

きるようになってからは長期生存例が期待される

ようになり、1968年に行われた胆道閉鎖症の子供

は、肝移植後40年以上経過した現在も健在で、世

界最長記録を更新中である。

　マウントサイナイ病院での移植の歴史を表２に

示す。1988年にマウントサイナイでの肝移植第１

　

例目がチャールズ・ミラー教授により行われて以

来、順調に移植患者が増え、７年後には1000例、

2001年には2000例を突破した。13年間で2000例と

いうことは平均すると年間約150例の肝移植が行

われていたことになり、当時のアメリカではピッ

ツバーグ大学に次ぐ症例数であったと思われる。

私が在籍していた2008年には3000例目の肝移植が

行われた。そのときは、私は臓器摘出手術

（procurement）に参加して肝臓をマウントサイナ

イに持ち帰り、バックテーブルの仕事を行った。

歴史的な症例に立ち会うことができ、感無量で

あったことは言うまでも無い。マウントサイナイ

では現在も年間100例以上の症例をこなしてお

り、脳死移植がその中心である。

　米国で脳死肝移植を希望する患者は、まず

UNOSへの待機リストに登録する。外来ですべて

の検査が行われる。登録にはソーシャルクリアラ

ンスやファイナンシャルクリアランスという壁も

ある。日本でも今後増加すると考えられているア

ルコール性肝硬変患者の登録においては、最低

６ヶ月の断酒期間が必要である。それを厳守でき

表２．マウントサイナイ移植外科の歴史

1988　ニューヨークでの肝移植第１例
1990　ニューヨークでの小児肝移植第１例
1993　ニューヨークでの小児生体肝移植第１例
1994　膵移植第１例
1995　肝移植1000例
1996　腹腔鏡下生体腎移植第１例
1998　ニューヨークでの成人生体肝移植第１例
1999　ニューヨークでの多臓器移植第１例
　　　同一ドナーからの生体肝腎同時移植
2001　肝移植2000例
　　　生体肝移植ドナー死亡
2004　ドミノ/スプリット肝移植
2008　肝移植3000例、肝移植20周年
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機中にドナーが現れず、移植を受けずに死亡する

例が少なくない。今後、ドナー不足解消のひとつ

の手段として、アメリカにおいても生体肝移植が

より普及するかもしれない。

おわりに

　筆者は2008年８月に帰国後、一般病院を経て、

2009年10月から名古屋大学医学部附属病院移植外

科（木内哲也教授）に勤務している。名大病院は

日本の脳死肝移植の認定施設のひとつであり、マ

ウントサイナイ病院での経験を少しでも生かせた

ら幸いであると考えている。日本の場合、臓器移

植法が改正された現在であっても、まだまだ脳死

移植に厳しい立場をとっている方が少なくない。

米国での移植医療の現場を経験してきた者とし

て、今後、日本の移植医療にも脳死移植が普及す

るように努力していきたいと考えている。

procurementに参加したが、そのために様々な病

院を訪れた。マンハッタン内ではコロンビア大学

やベスイスラエル病院、ブルックリンやロングア

イランドの市中病院にもたびたび赴いた。ニュー

ヨーク州内ではロチェスターやバッファローの病

院にもよく行った。ニューヨーク州外ではミシガ

ン州、フロリダ州、ジョージア州、ミズーリ州、

カンザス州などに行くことができた。仕事とはい

え、いろんなところに行って、いろんな経験をす

ることができたのは大変有意義であった。一方、

ドナーの肝臓の受け入れが決まると、レシピエン

トはマウントサイナイの救急外来を受診し、術前

検査を行った後、手術の準備に入る。このよう

に、生体移植とは違って脳死移植の場合は基本的

に緊急手術である。手術自体は６時間程度で終了

する。術後はsurgical ICUに入室し、翌日抜管、

数日後には一般病棟へ移り、術後２週間弱でほぼ

退院可能となる。

　以上のようにほぼ確立されている肝移植のシス

テムではあるが、問題点が無いわけではない。ア

メリカの抱える最大の課題は、圧倒的な臓器不足

であると思われる。臓器不足に対応するため、

1998年には脳死になりそうな患者の情報をOPOへ

報告するよう病院側に義務づける法律を作った結

果、年間二千人程度の増加につながったといわれ

るが、現在も臓器が足りない状況に変わりはな

い。臓器不足を解消するためのひとつの方法とし

て、標準的なドナー以外のドナーつまりextended 

criteria donorを採用することが一般的になってき

た。脳死肝移植における標準的なドナーの肝臓と

は、50歳以下で脳死と判定された全肝であるが、

extended criteria donorとしては、50歳を超える

ドナー、抗HBc抗体陽性ドナー、HCV陽性ド

ナー、心停止後（donation after cardiac death, 

DCD）ドナー、スプリットドナーなどが挙げられ

る。ニューヨーク州は待機期間が比較的長いた

め、マウントサイナイではextended criteria 

donorが推奨されている。Extended criteria donor

を積極的に用いてはきたもののドナー不足は深刻

であり、待機リストに登録したにもかかわらず待


