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臓器移植法施行 周年記念事業における

臓器提供・移植データブック の発刊に寄せて

      
 

公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク 
理事長 門田 守人 

 
2017 年 10 月で、臓器移植法が施行されてから 20 年が経過しました。 
1997 年 10 月 16 日の臓器移植法施行以来、2017 年末には脳死下臓器

提供が 500 件に達し、心停止後の提供と合わせて 5,000 件を超える移植

が行われました。 
2010 年に改正臓器移植法が施行され、脳死下臓器提供は徐々に増加し

ておりますが、約 14,000 人の移植希望登録者に対し、移植を受けること

ができる方は年間およそ 400 人、すなわち 3％にも及びません。この状

況は他国とは大きく異なり、依然としてわが国の重要な課題と言わざる

を得ません。 
 

公益社団法人日本臓器移植ネットワークは、国内の死後の臓器提供におけるあっせん手続き

を行う唯一の団体として、移植医療の公平性・公正性を担保しつつ、移植コーディネーターが 24
時間待機をし、日夜臓器提供に対応しています。また、移植希望者の登録業務や臓器移植医療の

普及啓発も担っており、臓器を提供したいという方やそのご家族の意思を尊重し、そのご提供

によって移植を希望する患者さんが一人でも多く救われるよう、体制整備に努めてきました。 
また、臓器移植は非常に多くの方々のご協力をいただかなくてはいけないチーム医療です。

提供施設における救急医、脳神経外科医、麻酔医、移植を待つ患者を治療する内科医、移植医、

そして移植コーディネーターや多くのコメディカル、臓器搬送に関与する方々の絶え間ない努

力や取り組みが欠かせません。 
 

この度、臓器移植法施行 20 周年を機に、一層の臓器移植医療に対する理解、発展のために

「 周年記念特別事業」を立ち上げ、その一環として「臓器提供・移植データブック 」

を作成いたしました。大きく分けて、移植希望登録者のデータ、臓器提供者のデータ、移植者

のデータの分析をしておりますが、この場をお借りしまして、これらのデータの蓄積、収集に

ご尽力いただきました提供施設、移植検査センター、移植施設、及び移植コーディネーターに

深く感謝申し上げます。 
厳格な法律やガイドラインに沿い、崇高な臓器提供の意思とご家族の決断に基づいて 1 例ず

つ積み上げてきたあっせん及び移植の成果と分析が、移植関係者や今後の臓器提供と移植医療

のさらなる発展に向けてお役に立てば幸いです。 
 
臓器を提供された方とそのご家族の善意、そしてご支援とご尽力をいただいた多くの関係者

に敬意を表し発刊いたします。 



本データブックの利用にあたって 
 
 本データブックは、 年 月 日現在を調査時点とし、 年 月 日まで

の統計データを掲載しました。

 各臓器の移植希望登録者統計（第１章～第６章）は、主に各移植施設から移植希望

者の登録申請・修正・変更などを受けたデータが入力された日本臓器移植ネットワ

ークレシピエント検索システム（ ）の登録者データベースのデータを使用しま

した。

 ドナー情報・脳死下臓器提供・心停止下臓器提供（第７章～第９章）は、ドナー情

報時に移植コーディネーターが収集し記載するドナーチャートのデータ、及びその

データを入力した日本臓器移植ネットワークレシピエント検索システム（ ）の

ドナーデータベースのデータを使用しました。

 各臓器移植（第１０章～第１５章）は、各移植施設より毎年ご報告いただいた移植

者のフォローアップデータを入力した日本臓器移植ネットワークレシピエント検索

システム（ ）の移植者フォローアップ情報のデータベースのデータを使用しま

した。また、ドナーデータなどとの関連については、前述のドナーチャートのデー

タ及びメディカルコンサルタントのドナー評価データ、摘出チームの第三次評価結

果などを使用しました。

 本データブックの生存率・生着率は、 法を用いて 年 月 日

までの事例を 年 月 日現在で解析しました。使用したコンピュータ及びソ

フトウェアは、 で （ ）です。有意差検定は、 検定

で実施し、 値＜ で有意差があると判断しました。また、平均値の有意差検定

は、対応のない 標本 検定を行い、同様に 値＜ で有意差があると判断しま

した。

 移植施設、提供施設、移植検査センター、移植コーディネーター、厚生労働省、都

道府県市町村行政、都道府県臓器移植推進財団・腎臓バンク、移植関連の学会、透

析施設、患者団体などで移植医療の適正な発展に寄与するために利用していただく

ことを意図しています。同時に、広く一般国民や患者にもわが国の移植医療の現状

を理解していただき、透明性を高めるために、この統計データは原則的に公開とし

ます。ただし、統計データの結果の解釈は必ずしも容易ではないため、慎重に利用

してください。なお、巻末の に全ての図・表を収めているので活用していた

だきますようお願いします（ フォーマット、

、 、 ）。
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 本データブックの統計データの利用に当たっては、出典を明記していただくこと

（「日本臓器移植ネットワーク 臓器提供・移植データブック 」）により日本臓

器移植ネットワークに特に届け出ることなく利用することが可能です。なお、デー

タ（及びデータの一部）を改変することはご遠慮ください。

 本データブックの統計データについて、データの欠落がないよう最大限正確性に注

意を払って収集しており、また、細心の注意を持って集計し統計解析を行っていま

すが、膨大なデータ量であり、不十分な点などについてはご容赦いただければ幸い

です。また、データの欠落などにより 数が異なる場合もあります。なお、今後の

統計解析に反映させるために、お気づきの点などあれば、日本臓器移植ネットワー

クまでお知らせください。

 本データブックの統計データは、日本臓器移植ネットワークの会員移植施設、会員

移植検査センター、提供施設、 所属及び都道府県移植コーディネーター等の多

大なご協力により収集した医療データであり、ここに深く感謝申し上げます。

 本データブックが皆様のお役に立つことができることを願っています。

公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク

〒 東京都港区海岸 バーク芝浦 階

（代表）

ホームページ：

お問い合わせ：
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