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け、二本ずつ引っ張って両端をあわせると曲線の

はずの端が直線となり縫合が容易になる。これを

３回繰り返すと輪が縫い合わされるという仕組み

である（図２）。彼はこの発明でノーベル医学賞

を受賞した。

　臓器には、体から取り出されてから移植されて

血液が流れ始めるまで酸素も栄養も行かなくな

る。この状態を虚血といい、このため臓器のなか

の細胞は虚血のあいだ障害をうけることになる。

再び血液が流れる際に活性酸素などによりさらな

る臓器障害（再灌流障害）が進む。これらの障害

を少なくするために、臓器保存の技術が開発され

た。摂氏１度から４度の低温にすることといくつ

かの薬剤が有効であることがわかり、臓器保存液

が開発された。また、一卵性双生児でない限り移

植された臓器が次第に働かなくなることがわか

り、その仕組みを明らかにする取り組みの中か

ら、免疫の仕組みが明らかになっていった。移植
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移植医療を支える技術

　命の贈り物を支える技術は、１）血管吻合、

２）臓器保存、３）免疫抑制の三本柱と適切な免

疫抑制のための薬剤モニタリングと病理検査から

なる〔図１〕。そもそも臓器移植は臓器の血管や

特有の管（胆管、尿管、気管など）をつなぐ手術

である。なかでも血管吻合は、Alex Carrelによっ

て1902年に報告され、外科学の進歩のなかで比較

的新しいものである。二つの管の端をつなぐの

に、それぞれの端を三等分のところに支持糸をか

図１．臓器移植を支える医療技術の進歩
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図２．臓器移植を支えた技術
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作用機序を解明する作業からこのような仕組みが

わかったのである。免疫抑制療法を適切に行うの

に重要なものがモニタリングである。薬剤の濃度

をモニタリングし適正に保つことと、移植臓器の

状態を把握し免疫抑制の必要性（増量か減量か維

持か）を把握することで、適切な免疫抑制療法が

可能となる。薬を飲むと消化管から吸収され血液

の中の濃度が上昇し、おもに肝臓で代謝され濃度

が低下する（図５）。薬の効果や副作用はこの時

　

間と濃度からなるグラフの面積（AUC）に比例

するとされているが、実際に一日中採血できな

い。そこで研究の結果、次の薬を飲む前の濃度が

最も下がった時点（トラフ：谷底の意味）が

AUCに相関することが明らかとなり、臨床の現

場では服用前採血が行われている。肝移植では血

液検査で肝機能を監視するが異常値を認めると特

殊な針を肝臓に刺して肝臓の一部を採取（肝生

検）し、原因を調べる。図６に正常の肝臓を示

す。拒絶反応ではこの門脈と肝動脈と胆管がまと

まっている門脈領域に、リンパ球が集まる（浸

潤）。免疫抑制を強くする必要があると判断し治

療が開始される。もし、肝生検がないと、感染に

よる肝機能障害と区別できないこともあり、その

免疫を担当するのは白血球の中のリンパ球であ

り、抗原提示を受けたヘルパーT細胞が様々なT

細胞やB細胞などのリンパ球に指令を送り非自己

を傷害するべく働くのである（図３）。一方でこ

の働きを抑制する制御性T細胞の存在も明らかに

　

なり臨床への応用が期待されている。この免疫能

による障害こそ臨床における拒絶反応であり、こ

れを抑えるために免疫抑制療法が行われる。当初

は放射線照射とステロイド、少し下ってイムラン

などの代謝拮抗剤が使われていたが芳しいもので

はなかった。臓器移植が通常の医療となるために

は、カルシニュリン阻害薬であるサイクロスポリ

ンの発見を待たなければならなかった。その後、

日本からタクロリムスが発見されさらに新しい代

謝拮抗剤が発見されかつてほど拒絶反応が恐ろし

いものではなくなった。一方で、強力な免疫抑制

の結果、感染症や移植後肝炎の再発が問題となっ

ている。図４にリンパ球における免疫応答の仕組

みと免疫抑制剤の作用点を示す。そもそもはじめ

からこのことはわかって薬を開発したのではな

く、草や土の中などから有効成分を探し出しその

図３．免疫応答
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図４．免疫抑制剤メカニズム
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図５．免疫抑制剤濃度測定
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を世界の中で見ると、図８にあるように、移植可

能な国のなかでは世界で最も少ない。肝移植で脳

死と生体の成績を比較するとまったく差はない

（図９）。成績は各臓器とも世界のトップレベル

である。

生体移植の問題点

　肝臓だけでなく腎臓や肺でも日本では圧倒的に

生体が多い（図10）。生体移植は美談としてたた

えられるが当事者には様々な葛藤と問題がある。

何よりも健常者にメスを入れる。本来は傷害行為

場合、免疫抑制を強めたことで感染が悪化するこ

とになる。

世界から見た日本の移植医療

　日本で行われている移植は細胞移植、組織移

植、臓器移植であり、詳細を表１に示す。日本に

おける臓器移植それぞれの心停止、脳死、生体の

臓器提供の現状について表２にまとめた。小腸移

　

植と生体膵臓移植は保険適応ではない。2009年臓

器移植法が改正されたが、これまでの脳死提供者

からの臓器提供の流れについて図７に示す。改正

後は書面による生前の意志表示が無くても家族の

同意で臓器提供が可能になる。16歳以上の年齢制

限も無くなる。これまでの日本の臓器提供の現状

図6－2．急性拒絶反応の組織所見
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表１．日本で行われている主な移植医療

・細胞移植
　－造血幹細胞（骨髄、臍帯血）、膵島
・組織移植
　－角膜、心臓弁
・臓器移植
　－心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸

表２．移植臓器と臓器提供者
2009年４月現在

○　保健適応　　△　保健不適応（私費）

心停止ドナー 脳死ドナー 生体ドナー

 心臓 × ○ ×

 肺 × ○ ○

 肝臓 × ○ ○

 腎臓 ○ ○ ○

 膵臓 ○ ○ △

 小腸 × △ △

図７．脳死者からの臓器提供の流れ
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今後の課題

　移植の今後の課題は、臓器移植法案改正後の脳

死移植の増加に備えて、コーディネーターを育成

することと臓器提供者遺族のケアー体制を整える

こと。生体ドナーの安全向上と長期ケアーをめざ

し低侵襲手術手技開発や身体・精神的ケアーと医

療経済的援助の制度を整備すること。そして本来

の目的であるレシピエント長期成績向上を目指す

ために、副作用の少ない免疫抑制療法の開発や原

疾患再発予防や抗体関連拒絶の克服が今後の課題

となるであろう。

であるが臓器提供目的でのみ認められている。傷

の痛みもさることながら手術そのものに対する恐

れや術後の不安など計り知れない。すべての臓器

が有効利用されると一人の脳死臓器提供者から６

人の患者が救われる（図11）。つまり６人の生体

　

ドナーが危険な手術を受けなくても済むのであ

る。病人の家族が苦しんでいるのを見てみぬ振り

をするのではなく、見ず知らずの人に救いの手を

差し伸べる社会であるべきである。また、臓器提

供を申し出た遺族に敬意を持つ社会でありたい。

とはいえ、脳死移植が年間5000件ある米国でもま

だ臓器不足のため生体移植が行われている。生体

臓器提供に関する原則は自発的な提供意思、十分

な情報提供、健康であることである。提供者の範

囲は、日本移植学会のガイドラインでは、６親等

内の親族、配偶者、３親等内の姻族に限定されて

いるが、この範囲の中で、実施施設によりその範

囲は異なる。たとえば、京都大学では３親等内の

親族と配偶者に限定されている。

図10．日本における生体移植の割合
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