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　図３に生体肝移植における手術の変遷を示す。

肝移植患者は多種多様の問題があり、単純な脳死

肝移植とは違った乗り越えるべき課題があった。

図３に示すようにオリジナルな工夫も行いながら

この10年を歩んできた。これまで新潟県内だけで

はなく近隣県からも紹介を受けるようになってい

る（図４）。
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はじめに

　わが国の肝移植は、1989年島根医科大の生体肝

移植からはじまった。その後信州大学、京都大学

で生体肝移植が開始され、全国に広まっていっ

た。新潟大学は、武藤輝一前教授時代からその準

備が始まっていたが、全国の移植を目指した施設

と同様、札幌医科大の和田心臓移植の後、社会の

移植医療に対する厳しい批判のなか、静かな時が

過ぎていった。その後肝胆道グループを中心に吉

田圭介（日本歯科大学外科教授）、塚田一博（現

富山大学医学部教授）チーフのもと実験が進めら

れ、畠山勝義教授の指導のもと1997年３月開始さ

れた。その間、東京大学医科学研究所人工臓器移

植科（秋山暢夫教授）、パリ大学ポール・ブルッ

セ肝胆道外科・肝移植センター（Bismuth教

授）、京都大学移植免疫外科（田中紘一教授）か

ら多くの支援を頂いた。本稿ではその後の新潟大

学の腹部臓器移植のあゆみについて報告する。

新潟県における脳死臓器移植

　1997年に臓器移植法案が成立、脳死肝移植認定

施設は当初、京都大学と信州大学が認定された。

臓器移植医療は高度先進医療であるが、どちらか

と言えば東高西低・太平洋側で進んでいる感が

あった。新潟大学では2003年、２度目の施設拡大

において日本海側では初めて脳死肝移植施設に認

定された（図１）。また脳死肝臓移植以外でも、

小腸移植、膵腎同時移植施設を目指しており、

2000年小腸移植施設、2006年生体単独膵臓移植施

行の実績を認められ、2007年脳死膵腎同時移植施

設に認定された（図２）。新潟大学は日本海側で

大きな社会的責任を負うこととなった。

図１　国内の脳死肝移植認定施設
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図２　脳死膵腎移植認定施設
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るshear stressがトリガーとなり再生が開始する

と考えた。実際に分離培養肝細胞にshear stress

を加えるとマトリックス関連で再生の早期に重要

な働きをすると報告されているPAI-1 mRNAの発

現が増強し、その産生も増強することを報告し

た。実際成人生体肝移植において移植後早期にド

ナーに比べレシピエントでは血清中PAI-1が著明

に増加していた。このようにして我々は、大量肝

切除や過小グラフトにおける肝障害のメカニズム

を過剰なshear stressという概念から報告してき

た。つまり生理的な範囲でのshear stressの上昇

であれば、再生のトリガーとなるが、過剰な場合

は肝障害の誘因となる。この過剰なshear stress

をシャントにより緩和することにより、100%致

死的な95%肝切除ラットでも生存することを報告

している。

　次いで、我々が試みてきたshear stress緩和の

外科的工夫について述べる。

２．成人生体肝移植における過剰な門脈圧亢進緩

　和に対する考え方と対策の変遷

　臨床において過剰なshear stressを緩和するに

は、種々の工夫があるが、図５にシェーマを示す

　

が、グラフト肝にかかるshear stressは、グラフ

ト重量、inflowによるportal hypertension、そし

てoutflow capacityによって決まる。それぞれの要

因における工夫は図に記載される通りである。グ

ラフト重量では、グラフト選択や自己肝温存同所

生部分肝移植APOLT（図６、７）、自己肝全温存

異所性部分肝移植HAPLT（図８）の術式よって

生体肝移植における新潟大学の取り組み

　生体肝移植は小児症例から始まったが、世界で

初めて信州大学が成人例で成功した後、成人例が

急速に増加していった。それとともにその問題点

が浮き彫りになっていった。それは過小グラフト

問題と移植免疫である。

　この２点についてわれわれの取り組みを述べ

る。

１．過小グラフトと肝再生

　肝切除後肝再生は、四塩化炭素の肝障害と違い

stem cellが関与しない再生として、肝障害のない

肝再生であるとFaustoによって分類された。しか

し障害のない再生はあり得ず、なにが再生のトリ

ガーとなり自然に収束するのかが一つの大きな

テーマであった。我々は血管内皮細胞の再生のト

リガーとなっているshear stressに注目した。血

管内皮細胞に対する単純な物理的なずり応力であ

図３　新潟大学における生体肝移植の歩み

新生児生体肝移植

ABO不適合肝移植

FAP

Budd-Chiari症候群

代謝性肝疾患

ドナ
ー全
血門
脈内
投与
ドナ
ー白
血球

門脈
内投
与

肝細胞癌

劇症肝不全

PBC

脳死肝移植登録脳死肝移植登録

異時性ドミノ肝移植

自己肝全温存異所性部分肝移植自己肝全温存異所性部分肝移植

LRDLT+IMV左腎静脈シャント

P-Cシャント術後体外結紮術

自己肝温存同所性部分肝移植

尾状葉付き左葉グラフト

LRDLT+脾動脈結紮

LRDLT+脾摘

左葉グラフト

右葉グラフト

左肝静脈Double Flow
Capacity Method

図４　新潟大学への肝移植手術依頼地域

日本海側では
最大の移植施
設であり大事
な社会的役割
を担っている

図５
A triangular relationship
between inflow, outflow,
and GRBW ratio

Outflow capacity
of the graft

GRBW
・右葉グラフト
・Dual LT
・左葉グラフト＋尾状葉

・Y-reconstruction
・Triangular anastomosis
・V-shaped venous patch
・Double outflow capacity method

・Splenic arterial ligation
・Splenctomy
・Time lag ligation of spleno-renal shunt
・APOLT
・HAPLT

Portal hypertension

（+）

（+）

（+） （ー）（ー）

（ー）



新潟県における肝移植の現状

53

も吻合径を倍に広げるDouble outflow capacity法

を考案している（図９）。

３．移植免疫にドナー特異的抗原門脈内投与

　肝は他臓器に比べて免疫学的に寛容状態に成り

易いpriviledged organと言われており、さらに実

験レベルでの肝におけるKupffer細胞やNKT細胞

がOral toleranceやPortal toleranceに関与している

可能性が報告されている。図１にallo肝移植にお

けるtoleranceに至までのspectrumを提示する。目

指すは、almost toleranceからOperational tolerance

である。我々はこの観点から、これまでの血液型

一致例に対して、ドナー抗原としての移植ドナー

全血反復門脈内投与を行ってきた。これらの免疫

学的解析においては、通常ドナーリンパ球は、末

梢血中では少なくとも48時間以内に消失するこ

と。グラフト肝内でも１週間でほぼ全てレシピエ

ントリンパ球に入れ替わること報告した。それと

比べてドナー抗原門脈内投与症例では、1．ド

ナータイプのCD56+T細胞が長くグラフト内にマ

クロキメリズムとして留まっていること、2．免

疫寛容に重要と言われるTh2タイプのサイトカイ

ンIL-10の産生が有意に亢進していること、3．リ

ンパ球クロスマッチ陽性症例で、移植直後反応性

が高度にも関わらず拒絶反応は起こらず、半年後

反応性は完全に消失していたことより、予後が悪

いと言われている陽性症例でも効果があることを

報告してきた。これらの知見よりわれわれは、免

疫寛容の機序にはドナータイプNKT細胞がveto機

きまる。HAPLTは世界では我々が初めて成功し

た。この症例は術前ショック状態、腎不全状態と

状態が悪く、さらにドナーの小さい左葉しか選択

肢はないため、侵襲を最小限に食い止めるため

行った術式である。手術を受けない選択肢もあっ

たが、最大限の工夫をして救命できた症例であ

る。図７は劇症肝炎で大量壊死に陥った自己肝

が、移植グラフトによって修復し、免疫抑制剤を

中止することにより、自己肝がさらに再生し、免

疫抑制剤から離脱することができた症例である。

またoutflow capacityでは再建法やホモグラフトを

用いた肝静脈再建の工夫がポイントとなる。我々

図６　同所性自己肝温存部分肝移植

図７　自己肝温存同所性部分肝移植
　　免疫抑制剤からの完全離脱
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を始めている。我が国には糖尿病患者が750万人

いると言われているが、その内約２％が１型糖尿

病である。我々は2006年生体部分膵臓移植を行っ

ている（図12、13）。脳死膵臟移植では腎不全ま

で進行している症例がほとんどであり、同時に腎

臓移植も受けるのが通常である。

構のように調節細胞として働き寛容を誘導する、

またイディオタイプネットワークセオリーのよう

に中和抗体産生を促している可能性があると考え

ている。そしてさらにわれわれは、上記の結果よ

りドナー抗原門脈内投与のABO不適合肝移植症

例への応用を行った。これはすでに行われてい

る、ABO不適合骨髄移植を参考に新潟大学の倫

理委員会にて承認された後、これまで10例施行し

ている。最近の症例で、術前状態の悪い症例では

術前免疫抑制剤の投与は行わず、術後の免疫抑制

剤も極力少なくするよう努めている。このDSLT

症例では１か月後もドナータイプのCD56+NKT

細胞が多くグラフト肝内に共存していることが判

明した（図10）。

生体単独膵臓移植

　肝移植や腎移植に比べて、膵臓移植はまだ症例

が非常に少ない。これは他の臓器移植に比べて拒

絶反応の制御が困難であったことが一つの原因で

ある。しかし免疫抑制療法の進歩により米国では

急速に成績が向上しその症例数も増加している

（図11）。１型糖尿病が主な対象である。低血糖

発作による突然死、腎不全、糖尿病性網膜症、末

梢神経障害、心血管病変の増加等、QOLが著しく

損なわれている現状がある。ミネソタ大学のサ

ザーランド教授は、糖尿病合併症が発症する前に

膵臓移植をとの考えから、単独生体部分膵臓移植

図10　マクロキメリズム：
　　　ドナーとレシピエントの免疫学的共存
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図11　世界で行われた膵移植総数
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図12　ドナー膵体尾脾合併切除術
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図13　生体部分膵臓移植レシピエント手術
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新潟県における今後

　昨年脳死移植法案が改正され、本年７月に施行

されることとなった。新潟大学医歯学総合病院で

は、生体肝移植、膵移植、小腸移植に加え、脳死

移植も可能となっており、生体移植と脳死移植が

車の両輪として行われていくものと考える（図

14）。しかし生体臓器移植は、ドナー本人のみな

らず、その家族そして医療者にとってもストレス

が多い医療であり、今後善意の意志のもとに、脳

死移植が増加することが望まれる。そのために

は、善意の意志を無駄にしないためにも、移植

コーディネーターの拡充や、移植医療の啓発など

移植施設として取り組むべき課題は少なくない。

今後よりいっそうの努力を約束したい。

図14　生体移植と脳死移植は
　　　移植医療の両輪である
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