
43

わが国の肝移植医療の最前線

共催：新潟青陵大学・短期大学部エクステンショ

　　　ンセンター

日時：平成21年５月22日（金）　18:00～20:30

場所：5301講義室

講演会趣旨

　肝臓移植はすでに終末的肝疾患に対する一般的

な治療となっており、施設は限定されているが保

険適応となっている。外科医・内科医が走りなが

ら進歩させてきた脳死、および生体肝移植医療も

Evidence Based Medicineとする時代となってき

た。

　本講演会では、この道における当代第一人者の

方々を迎え、肝移植の今、そして未来を語ってい

ただいた。実際に肝移植医療に携わっている方々

の「生」の声を聞くことができた。諸先生方には

無理をお願いし、講演内容を論文にしていただい

たので学会誌に掲載する。

演者および演題

１．市田隆文　順天堂大学医学部付属静岡病院　

　　消化器内科　教授

　「肝移植に何を望み、何を期待するか。そして

　　何が今、問題なのか」

２．江川裕人　朝日大学村上記念病院外科　教授

　「脳死肝移植、生体肝移植の実際と将来展望」

３．佐藤好信　新潟大学大学院医歯学総合研究科

　　消化器・一般外科　講師

　「新潟県における肝移植の現状」

４．大西康晴　名古屋大学医学部大学院　移植・

　　内分泌外科学　助教

　「アメリカにおける肝移植の現状」

新潟青陵学会主催講演会

肝移植　その今、そして未来

わが国の肝移植医療の最前線
順天堂大學醫学部附属静岡病院・消化器内科　　　

市田　隆文　

はじめに

　生体肝移植が始まって18年、脳死法案が施行さ

れて12年、そして脳死肝移植が実施されて10年

経った。この2009年７月17日には脳死法案改正案

が成立し、2010年１月17日からは家族へのドナー

優先提供が実施予定となり、2010年７月17日から

は15歳以下のドナーの家族同意による提供が可能

となる。一方で、WHOのイスタンブール宣言で

移植チューリズムの禁止で自国民は自国でのみ移

植を受けるべきであると同時に生体ドナーの危険

性から生体肝移植の反対が謳われた。こんな背景

でどのような肝移植医療が行われてきたか、そし

て何が問題かまとめてみよう。

脳死肝移植の現状

　1997年の脳死肝移植法案成立後、一年半を経た

1999年2月28日にわが国で初めて脳死肝移植が実

施された。その後、10年を経て、今日まで86件の

脳死ドナーを認め、昨年末までに65件の脳死下肝

移植が行われてきた。年率平均６例強という少な

さは海外に例を見ない数である（図１）。その他

の臓器の脳死下移植成績では心臓、腎臓、膵臓は

90%以上の臓器生着率を有しているが、肝臓や肺

臓は75%前後と前者に比してその生着率が低いこ

とも知っておく必要がある。それだけ、同じ脳死

移植でも各臓器によりその生着率、生存率が異な

ることも事実である（図２）。
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　この少ない脳死肝移植例であるが、過去10年

間、これ以上の方々が脳死肝移植に期待し、その

実施を待ち望みながら、必ずしも全員が満足な結

果ではなかったことも知っておくべき事実であ

る。すなわち、968例の方々が脳死肝移植の候補

者として申請、評価され、登録されていたが、脳

死肝移植を受けられた方々は2009年11月末までで

64名にとどまっている。現実的には358例の方が

お亡くなりなり、158名が意に反して生体肝移植

を受けることとなり、さらに25名の方々が海外で

の脳死肝移植を希望され、国外に移られた。そし

て、やむを得ず登録を取り消した方々が実に85名

にも至り、現在278名の方々が脳死肝移植候補者

として登録されているのが現状である（図３）。

この人たちを救わないことには全く話に成らない

と考えるのが普通の考えである。しかし、現実は

極めて少ない脳死ドナーであるこの高い壁を如何

に崩すかが最大の問題点である。君たちは臓器移

植ドナーに意思表示カードを持参していますか。

どうぞ、自分自身に問いかけて下さい。

　本年７月17日に脳死法案改正案が成立し、脳死

ドナーの親族への優先提供と15歳以下の脳死ド

ナーの家族同意での提供が決定され、今後、小児

と合わせてドナーが増加する可能性が現実となっ

てきた。2010年７月17日の実施に向けて、果たし

て脳死肝移植施設の拡大が必要なのか議論しなけ

ればならないところに差し掛かっている。

生体肝移植の現状

　2008年末までに生体肝移植実施施設は49施設

で、その実数は5,188例に及んでいる。1989年に最

初の生体肝移植が小児例に施行され、その後1993

年に成人例が成功してからその数はうなぎ登りで

あったが、2005年をピークとしてその実施数は減

少傾向にある（図４）。その理由として、一つは

NASHの肝臓をドナーとして行った生体肝移植で

のドナーの死亡である
１）
。さらに、ドナーに対する

脳死下臓器移植と生着状況
（1997.10～2010.1.23）
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図２．脳死下臓器移植と生着状況移植臓器別件数（1997年10
　　　月～2009年12月）（N=358）移植（生着/廃絶/死亡）日
　　　本臓器移植ネットワーク小中節子氏より提供を受けた。
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（1997.10～2010.1.23）
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図１．脳死下からの臓器提供件数（1997年10月～2010年１月
　　　n=86）日本臓器移植ネットワーク小中節子氏より提供
　　　を受けた。

臓器移植希望登録者【累計】
（平成21年11月30日現在）
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図３．臓器移植希望登録者【累計】（平成21年11月30日現在）
　　　日本臓器移植ネットワーク小中節子氏より提供を受け
　　　た。

図４．わが国における生体肝移植の年次移植数 
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硬膜外ドレナージの際の血腫による下半身まひな

ど、これらドナーに纏わる致死的合併症の出現に

より生体肝移植は減少傾向となっているが、肝不

全などの末期肝疾患も少しずつ増えていることよ

り、それほどの減少になっていないように思え

る。今後はWHOによる海外移植チューリズムの

廃止と自国民の自国内の移植の推進と生体ドナー

の安全を考慮した生体移植への反対が世の中に浸

透し、世界のこの潮流に巻き込まれた時のわが国

の対応が問題となるだろう。生体肝移植に依存し

ている肝移植医療の転機と言わざるを得なくなっ

てきている雰囲気を感じ始めている。

　5000例以上生体肝移植が施行され、その対象症

例をまとめてみると、18歳以上と18以下ではその

対象症例の頻度が異なる。成人では肝細胞癌、非

代償性肝硬変、原発性胆汁性肝硬変、急性肝不全

の順番で適応患者が分布しているが、18歳以下で

は胆道閉鎖症、急性肝不全そして代謝疾患の割合

が多いのが特徴である。その生体肝移植の生存率

の特徴は10年生存率で72.1%とされ、これらは脳

死肝移植の成績とほぼ同等と考えられた（図

５）。一方、年齢による成績の違いは欧米の脳死

　

肝移植例から指摘を受けていた事実であるが、や

はり生体肝移植でも18歳以下と18歳以上ではその

10年生存率は前者で80.2%、後者で65.7%と明らか

に異なっているのが理解できるであろう。

　さて、生体肝移植が中心のわが国で各疾患にそ

れぞれ問題点が浮き彫りにされ始めてきた。それ

ら特徴的な疾患を中心に優先的に問題点を少しま

とめてみよう。

１．劇症肝炎

　わが国の劇症肝炎の原因は肝炎ウイルス、自己

免疫性肝炎、薬剤性とされ内科的治療が最優先で

施行されてきた。しかし、近年の内科的標準治療

の血漿交換と持続血液濾過透析を用いた治療法で

もその生存率は急性型で48%、亜急性型では21%

とされ、この生存率に関してはここ10年間極端な

変動はない。ところが肝移植による劇症肝炎の成

績はこれら内科的治療を凌駕する成績を打ち立て

ている。生体肝移植症例489例の１年、３年、５

年生存率はそれぞれ73.9%、70.4%、68.6%と治療

効果大である。

　　　　　

２．HBV陽性肝硬変

　HBV陽性の非代償性肝硬変に対する肝移植の成

績は極めて良好である。非代償性肝硬変全体の

776例の５年生存率が71.8%であり、その中の193

例のHBVのそれは77.2%で、HCVの68.1%に比し

て極めて良好な移植成績である。

３．HCV陽性肝硬変

　HCV陽性の非代償性肝硬変に対する肝移植の成

績が最近極めて低下傾向にあるということが最大

の問題点となりつつある。しかも、このHCV陽性

非代償性肝硬変や肝細胞癌が最近では、最も頻度

の高い適応疾患になりつつある。最近ではわが

国、欧米と問わず肝移植レシピエント全体の30%

を越えている。本邦においても日本肝移植研究会

の登録報告を見ると、2006年までに18歳以上の成

人に対し施行された初回生体肝移植2571例のうち

HCV関連肝疾患は772例（30.0%）を占め、極めて

主要な適応疾患のひとつとなっている
２）
。

４．肝細胞癌

　肝細胞癌の対する生体肝移植の症例は増加傾向

にある。肝細胞癌に対する生体肝移植の914例の

生存率は５年生存率で67.8%、10年生存率で58.9%

である。肝細胞癌に対する最大のポイントは再発

を如何に防ぐかということである。そのために、

適応基準として用いられているのがミラノ基準

脳死肝移植（N＝45）
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図５．わが国における生体肝移植と脳死肝移植生存率
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で、脈管浸潤がない症例で、腫瘍結節１個であれ

ば最大径５cm未満、最大径３cm未満であれば腫

瘍個数３個以内の腫瘍基準である。わが国の保険

診療ではこの肝細胞癌単独では認められておら

ず、この肝細胞癌はいずれも非代償性肝硬変に併

存するという条件が有ることを忘れてはならな

い。

５．原発性硬化性胆管炎

　従来から非代償性肝不全では胆汁鬱滞性肝硬変

がもっとも適した症例でその移植成績も良好とさ

れてきた。しかし、最近判明してきたことは、胆

道閉鎖症は別として、原発性硬化性胆管炎の生体

肝移植の生存率が極端に低下してきたことであ

る。

さいごに

　イスタンブール宣言以来、この１‒２年で邦人

が国外で脳死肝移植を受けることは極めて困難に

なるであろう。そして生体肝移植も抑制が掛かり

そうである。そうすると、やはり臓器移植の原点

に戻って脳死肝移植の推進を再度真剣に考えなけ

ればならない時期になってきたと思われる。山際

先生もドナーカードを持参していることを願って

筆を置く。

１．日本肝移植研究会ドナー安全対策委員会（清澤研

道、市田隆文：文責、梅下浩司、川崎誠治、溝上

雅史、持田　智、矢永勝彦、中沼安二、米本昌

平）生体肝移植ドナーが肝不全に陥った事例の検

証と再発予防への提言.移植　2004; 39⑴：47-55. 

２．日本肝移植研究会. 肝移植症例登録報告. 移植 

2008；43：45-55.


