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脳死下での臓器提供事例
提供年月日 提供病院 提供者 心臓 心肺同時 両肺 肺（右） 肺（左） 肝臓 肝臓（分割） 肝腎同時 膵臓 膵腎同時 腎臓（右） 腎臓（左） 小腸 計 眼球

大阪大 信州大 国立長崎中央 東北大

（40歳代男） （40歳代男） （40歳代女） （非公表）

国立循環器病C 東大医科研 国立佐倉

（40歳代男） （50歳代男） （30歳代男）

国立循環器病C 京都大 仙台社保 福島県立医大

（20歳代男） （10歳未満男） （20歳代男） （30歳代男）

兵庫県立西宮 奈良県立医大

（40歳代男） （50歳代女）

大阪大 東北大 大阪大 京都大 信州大 千葉大 筑波大

（10歳未満男） （30歳代女） （40歳代女） （10歳未満女） （60歳代女） （50歳代男） （50歳代女）

京都大

（30歳代女）

大阪大 京都大 大阪大 信楽園

（40歳代男） （30歳代男） （30歳代男） （30歳代男）

国立循環器病C 東北大 京都大 東京女子医大 市立札幌

（40歳代女） （40歳代女） （10歳代女） （50歳代男） （50歳代男）

京都大 市立札幌

（50歳代女） （40歳代女）

国立循環器病C 東北大 京都大 大阪大 東大医科研

（10歳代男） （40歳代男） （30歳代女） （30歳代男） （60歳代男）

国立循環器病C 大阪大 東京女子医大 東京女子医大 京都大

（50歳代男） （30歳代女） （30歳代男） （30歳代女） （10歳未満女）

大阪大 北海道大 埼玉医大総合MC 東京女子医大

（40歳代男） （40歳代男） （60歳代男） （50歳代男）

国立循環器病C 大阪大 京都大 大阪医大 神戸大

（30歳代男） （30歳代男） （10歳代女） （30歳代男） （20歳代女） 

東邦大大森 東京女子医大

（40歳代男） （50歳代女）

東京女子医大 大阪大 大阪大 京都大 福島県立医大 奈良県立医大

（40歳代女） （40歳代女） （50歳代女） （10歳代女） （40歳代男） （50歳代男）

京都大 九州大 虎の門分院

（10歳代女） （30歳代女） （50歳代男）

国立循環器病C 東北大 北海道大 九州大 千葉大

（20歳代男） （30歳代男） （20歳代女） （20歳代女） （40歳代男）

大阪大 岡山大 信州大 信州大 大阪大 慶應大 北里大

（20歳代女） （40歳代男） （10歳未満男） （20歳代女） （30歳代女） （40歳代女） （60歳代男）

北海道大 東京大 東京女子医大

（30歳代女） （50歳代男） （40歳代女）

大阪大 京都大 京都大 東京女子医大 鷹揚郷弘前

（30歳代女） （30歳代女） （20歳代男） （30歳代男） （40歳代男）

国立循環器病C 岡山大 北海道大

（30歳代男） （20歳代女） （40歳代男）

大阪大 東北大 京都大 東京大 九州大 日赤和歌山MC

（30歳代男） （20歳代男） （10歳未満女） （10歳代男） （30歳代女） （50歳代男）

東京女子医大 岐阜大 岐阜大

（30歳代男） （50歳代男） （50歳代女）

岡山大 京都大 国立佐倉 東京女子医大

（20歳代男） （10歳未満女） （40歳代男） （50歳代男）

岡山大 九州大 大阪大 名古屋市大

（30歳代女） （30歳代男） （30歳代女） （女）

大阪大

（30歳代男）

国立循環器病C 京都大 大阪大

（40歳代男） （30歳代男） （30歳代女）

国立循環器病C 大阪大 大阪大

（30歳代男） （20歳代男） （30歳代女）

国立循環器病C 東北大 東京大 福島県立医大 北里大

（50歳代女） （50歳代男） （40歳代男） （30歳代男） （40歳代男）

埼玉医大 東北大 九州大 兵庫県立西宮

（20歳代女） （30歳代女） （30歳代女） （60歳代女）

大阪大 岡山大 京都大

（40歳代男） （40歳代女） （30歳代女）

国立循環器病C 京都大

（60歳代男） （50歳代男）

九州大 九州大 虎の門分院 北里大

（20歳代男） （非公表） （60歳代男） （50歳代男）

国立循環器病C 岡山大 名古屋大 東京女子医大 東京医大八王子MC

（40歳代男） （30歳代女） （40歳代男） （30歳代女） （50歳代女）

東北大 京都大 京都大 九州大 千葉東

（20歳代女） （50歳代男） （60歳代男） （30歳代女） （50歳代女）

大阪大 東京女子医大 市立四日市

（30歳代男） （30歳代女） （40歳代男）

東北大 九州大 千葉東

（50歳代男） （30歳代男） （50歳代男）

北海道大 市立札幌

（40歳代女） （40歳代男）

国立循環器病C 大阪大 北海道大 北海道大 名古屋第二日赤

（40歳代男） （10歳代女） （50歳代女） （40歳代男） （50歳代男）

国立循環器病C 北海道大 九州大 和歌山県立医大

（30歳代男） （50歳代女） （40歳代女） （60歳代男）

東京女子医大 岡山大 京都府立医大 近畿大

（30歳代男） （20歳代男） （40歳代男） （10歳代男）

国立循環器病C 京都大

（30歳代男） （30歳代女）

九州大 東京女子医大

（50歳代男） （40歳代男）

国立循環器病C 岡山大 名古屋大 大阪大 富山県立中央

（20歳代女） （20歳代女） （30歳代女） （50歳代男） （40歳代女）

東京大 岡山大 東京大 神戸大 金沢医大

（30歳代女） （40歳代女） （30歳代男） （30歳代男） （50歳代男）

国立循環器病C 九州大 千葉大

（50歳代男） （40歳代男） （40歳代男）

埼玉医大 九州大 東京女子医大

（10歳代女） （30歳代女） （60歳代女）

大阪大 福岡大 名古屋大 九州大 福島県立医大

（50歳代男） （30歳代男） （40歳代男） （40歳代女） （50歳代男）

国立循環器病C 信州大 大阪大 虎の門分院

（50歳代男） （50歳代女） （40歳代女） （60歳代男）
2006年10月28日 関東労災病院 50歳代男 ○

2006年10月28日
いわき市立総合
磐城共立病院

30歳代男 ×

2006年6月29日 東京都立府中病院 50歳代女 ○

2006年6月16日
帝京大学医学部
附属市原病院

40歳代女 ×

2006年5月26日 金沢大学医学部附属病院 50歳代男 ○

2006年3月26日 富山県立中央病院 非公表 ×

2006年3月25日 京都第一赤十字病院 40歳代女 ○

2006年3月21日 帝京大学医学部附属病院 30歳代男 ×

2006年1月25日
国立病院機構
大阪医療センター

40歳代男 ○

2005年11月26日 近畿地方の病院 成人男 ×

2005年10月14日
浜松医科大学医学部
附属病院

成人女 ×

2005年9月2日 北海道大学病院 70歳代男 ×

2005年8月22日 関東甲信越地方の病院 50歳代 ×

2005年3月16日
市立四日市病院
（三重県）

40歳代男 ×

2005年3月9日 関東甲信越地方の病院 20歳代男 ×

2005年2月23日
東京慈恵会医科大学
附属病院

女 ○

2005年2月16日
横浜市立大学医学部
附属市民総合医療センター

50歳代女 ×

2005年2月15日 聖隷三方原病院 成人男 ×

2004年11月20日 名古屋市立大学病院 男 ×

2004年7月5日 兵庫県内の病院 40歳代 ×

2004年5月20日
日本医科大学付属
第二病院

40歳代男 ○

2004年2月5日 大阪府済生会野江病院 40歳代女 ×

2004年2月5日 帝京大学医学部附属病院 50歳代男 ×

2003年10月19日 鹿児島市立病院 50歳代男 ○

2003年10月7日 名古屋掖済会病院 50歳代男 ○

2003年9月12日 船橋市立医療センター 60歳代男 ×

2002年12月30日 岐阜市民病院 30歳代男 ×

2002年11月13日
和歌山県立医科大学
附属病院

30歳代男 ×

2002年11月11日 川崎医科大学附属病院 50歳代女 ○

2002年8月30日 東北地方の病院 30歳代女 ○

2002年4月14日 関東甲信越地方の病院 40歳代女 ×

2002年1月2日 関東甲信越地方の病院 40歳代男 ×

2001年11月3日 関東甲信越地方の病院
30歳以下

女
×

2001年8月17日 関東甲信越地方の病院 40歳代男 ×

2001年7月26日 近畿地方の病院 10歳代女 ×

2001年7月1日 関東甲信越地方の病院 60歳代男 ×

2001年3月19日 近畿地方の病院 20歳代男 ○

2001年2月26日 関東甲信越地方の病院 20歳代女 ×

2001年1月21日 関東甲信越地方の病院 50歳代女 ○

2001年1月8日 関東甲信越地方の病院 30歳代男 ×

2000年11月5日 北海道内の病院 60歳代女 ×

2000年7月8日 九州地方の病院 20歳前女 ×

－ 東海北陸地方の病院 中年女 ×

2000年4月25日 関東地方の病院 50歳代女 ×

2000年4月16日 東北地方の病院 40歳代女 ×

1999年5月12日 東京都内の病院 30歳代男 ×

2016年12月31日現在
MC：医療センター、C：センター

1999年2月28日 高知県内の病院 40歳代女 ○

2000年3月29日 関東甲信越地方の病院 20歳代 ×

1999年6月24日 近畿地方の病院 50歳代男 ×

1999年6月14日 宮城県内の病院 20歳代男 ×
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脳死下での臓器提供事例
提供年月日 提供病院 提供者 心臓 心肺同時 両肺 肺（右） 肺（左） 肝臓 肝臓（分割） 肝腎同時 膵臓 膵腎同時 腎臓（右） 腎臓（左） 小腸 計 眼球

2016年12月31日現在
MC：医療センター、C：センター

国立循環器病C 東北大 東北大 東北大 岡山大

（30歳代女） （40歳代女） （40歳代男） （30歳代男） （40歳代男）

埼玉医大 岡山大 北海道大 九州大 愛媛県立中央

（50歳代女） （20歳代男） （20歳代男） （40歳代男） （60歳代女）

国立循環器病C 大阪大 岡山大 東京大 九州大 市立札幌 東北大

（40歳代女） （40歳代女） （40歳代女） （30歳代女） （30歳代男） （50歳代男） （20歳代男）

大阪大 九州大 兵庫県立西宮

（50歳代男） （30歳代男） （40歳代男）

大阪大 大阪大 大阪大 東京大 大阪大 国立成育MC

（30歳代男） （20歳代女） （10歳未満男） （40歳代男） （40歳代女） （10歳未満男）

大阪大 大阪大 九州大 兵庫県立西宮 神戸大

（30歳代男） （30歳代女） （20歳代女） （30歳代男） （10歳未満男）

大阪大 大阪大 東京女子医大

（40歳代男） （30歳代女） （50歳代女）

大阪大 大阪大 東京女子医大 大阪府立総合MC 大阪市立総合MC

（40歳代男） （20歳代男） （30歳代女） （50歳代女） （40歳代男）

東京大 東北大 北海道大 東京女子医大

（20歳代女） （40歳代女） （40歳代男） （40歳代女）

国立循環器病C 岡山大 北海道大 東京女子医大 都立清瀬小児

（40歳代女） （40歳代男） （30歳代男） （30歳代女） （10歳未満女）

大阪大 東京女子医大 兵庫県立西宮 兵庫医大

（30歳代女） （30歳代男） （50歳代男） （50歳代男）

東北大 名古屋大 神戸大 鷹揚郷弘前

（40歳代女） （30歳代男） （30歳代女） （50歳代女）

東京大 東北大 北海道大 京都府立医大 京都府立医大 滋賀医大 東北大

（20歳代男） （50歳代女） （30歳代女） （50歳代男） （30歳代女） （50歳代女） （20歳代女）

大阪大

（30歳代男）

東京大 岡崎市民 名古屋第二日赤

（50歳代男） （40歳代女） （60歳代男）

大阪大 大阪大 信州大 広島大 県立広島

（40歳代男） （10歳代女） （40歳代男） （30歳代男） （50歳代男）

東京大 北海道大 大阪大 千葉東

（20歳代男） （30歳代女） （30歳代男） （50歳代男）

東京大 大阪大 大阪大 大阪大 大阪大 名古屋大 名古屋市大

（40歳代男） （30歳代女） （40歳代女） （60歳代男） （30歳代男） （40歳代女） （50歳代男）

東京大 福岡大 大阪大 京都府立医大 東海大 虎の門分院

（40歳代男） （50歳代男） （30歳代男） （40歳代男） （40歳代女） （60歳代男）

東京大 大阪大 県立広島

（50歳代女） （40歳代男） （10歳代女）

九州大 東北大 東北大 大阪大 済生会川口 信楽園

（50歳代男） （30歳代女） （30歳代男） （40歳代男） （40歳代男） （60歳代男）

国立循環器病C 岡山大 東京大 京都府立医大 慶應大 東京女子医大

（40歳代男） （20歳代男） （60歳代男） （30歳代男） （40歳代男） （40歳代女）

大阪大 東北大 東北大 北海道大 大阪大 東京医大八王子MC 東北大

（20歳代女） （30歳代女） （30歳代女） （30歳代男） （40歳代男） （50歳代女） （20歳代男）

東北大 東北大 福岡大 信州大 北海道大 市立札幌

（20歳代男） （40歳代女） （60歳代男） （10歳代男） （40歳代男） （30歳代女）

国立循環器病C 岡山大 大阪大 広島大 東京女子医大

（40歳代女） （10歳代女） （50歳代男） （40歳代女） （30歳代男）

東京女子医大 東北大 東北大 北海道大 九州大 千葉東

（30歳代男） （50歳代女） （30歳代女） （50歳代男） （30歳代女） （40歳代男）

東京大 東北大 名古屋大 東京女子医大 名古屋記念

（50歳代男） （40歳代女） （40歳代男） （30歳代女） （60歳代男）

国立循環器病C 獨協医大 東北大 大阪大 大阪大 千葉東

（40歳代男） （30歳代男） （30歳代男） （20歳代女） （40歳代女） （60歳代男）

国立循環器病C 岡山大 東京大 九州大 北里大

（10歳代男） （40歳代女） （50歳代女） （30歳代女） （50歳代男）

大阪大 九州大 東京女子医大 兵庫医大

（30歳代男） （50歳代男） （40歳代女） （50歳代男）

東京大 大阪大 京都大 大阪大 東京女子医大

（30歳代女） （50歳代男） （50歳代男） （40歳代男） （60歳代男）

大阪大 大阪大 名古屋大 大阪大 名古屋第二日赤

（10歳代女） （40歳代男） （40歳代男） （50歳代女） （50歳代男）

大阪大 東北大 東北大 名古屋大 神戸大 市立札幌 京都大

（50歳代男） （50歳代女） （50歳代女） （60歳代女） （50歳代女） （50歳代男） （10歳代女）

東京大 岡山大 東北大 京都大 九州大 東京女子医大

（50歳代女） （30歳代男） （50歳代女） （60歳代女） （40歳代女） （10歳代女）

国立循環器病C 大阪大 東北大 東北大 金沢医大

（30歳代女） （40歳代女） （40歳代女） （30歳代男） （40歳代男）

大阪大 東北大 北海道大 東京女子医大 長野赤十字

（50歳代男） （20歳代女） （40歳代女） （30歳代男） （30歳代男）

大阪大 福岡大 東京大 東京女子医大 NTT西日本大阪 京都大

（10歳代男） （20歳代男） （30歳代女） （30歳代男） （50歳代女） （10歳代男）

国立循環器病C 岡山大 東京大 藤田保健衛生大 群馬大

（20歳代男） （20歳代男） （60歳代女） （50歳代女） （10歳代男）

東京大 大阪大 京都大 名古屋第二日赤 神戸大

（40歳代男） （20歳代男） （40歳代男） （30歳代女） （60歳代男）

東北大 東北大 大阪大 名古屋第二日赤 藤田保健衛生大

（30歳代女） （20歳代女） （60歳代男） （30歳代女） （40歳代女）

北海道大 東京女子医大 愛媛県立中央

（30歳代女） （40歳代女） （40歳代女）

京都大 京都大 国立成育MC 京都大 九州大 千葉大 東北大

（30歳代女） （50歳代男） （10歳未満女） （50歳代男） （40歳代女） （40歳代男） （20歳代女）

国立循環器病C 東北大 名古屋大 東京女子医大 長崎MC 東北大

（20歳代男） （10歳代女） （60歳代男） （40歳代女） （40歳代男） （10歳代男）

東京女子医大 岡山大 京都大 名古屋大 藤田保健衛生大 福島県立医大 福島県立医大 九州大

（20歳代男） （20歳代男） （50歳代男） （50歳代女） （20歳代女） （40歳代男） （50歳代男） （20歳代男）

国立循環器病C 北海道大 東京女子医大 長野赤十字

（20歳代男） （60歳代女） （40歳代女） （40歳代女）

岡山大 東京大 藤田保健衛生大 市立札幌

（50歳代男） （50歳代女） （50歳代女） （30歳代女）

国立循環器病C 京都大 岡山大 大阪大 近江八幡MC

（20歳代男） （10歳代女） （40歳代男） （40歳代女） （20歳代女）

熊本赤十字 熊本赤十字

（50歳代男） （40歳代男）

埼玉医大国際MC 東北大 福岡大 京都大 北海道大 市立札幌

（30歳代男） （30歳代女） （30歳代女） （50歳代男） （40歳代女） （50歳代男）

大阪大 東北大 京都大 東北大 札幌北楡

（10歳代男） （20歳代女） （60歳代女） （60歳代男） （40歳代男）
2010年9月30日 市立札幌病院 50歳代女 ×

2010年9月27日 北海道内の病院 50歳代男 ×

2010年9月25日 北部九州地方の病院 70歳代男 ×

2010年9月18日 近畿地方の病院 30歳代男 ×

2010年9月12日 市立札幌病院 40歳代男 ×

2010年9月7日 関東甲信越地方の病院 成人男 ○

2010年9月4日 東北地方の病院 成人男 ×

2010年9月2日 北部九州の病院 40歳代女 ×

2010年8月29日 関東甲信越地方の病院 40歳代男 ○

2010年8月27日 松山赤十字病院 40歳代女 ○

2010年8月22日 東海地方の病院 50歳代女 ○

2010年8月19日 近畿地方の病院 男 ×

2010年8月10日 関東甲信越地方の病院 20歳代男 ○

2010年1月23日
大阪府立急性期・総合
医療センター

40歳代男 ×

2010年1月4日 佐久総合病院 40歳代男 ○

2010年1月2日 金沢医科大学病院 40歳代女 ×

2009年12月17日 昭和大学病院 50歳代男 ○

2009年11月23日 北海道内の病院 20歳代女 ○

2009年2月8日 名古屋第二赤十字病院 成人 ○

2009年1月31日
国立病院機構
東京医療センター

50歳代男 ×

2009年1月17日 兵庫県災害医療センター 30歳代男 ○

2009年1月13日 聖マリアンナ医科大学病院 20歳代女 ○

2009年1月9日 関東地方の病院 30歳代男 ○

2008年10月23日 名古屋第二赤十字病院 40歳代女 ×

2008年9月13日 前橋赤十字病院 30歳代女 ×

2008年8月30日
国立病院機構
東京医療センター

40歳代男 ○

2008年8月27日 市立札幌病院 50歳代男 ×

2008年7月4日
東京医科大学
八王子医療センター

30歳代男 ○

2008年7月3日
東邦大学医療センター
大森病院

50歳代男 ○

2008年5月14日 獨協医科大学越谷病院 50歳代女 ×

2008年5月13日 広島市立広島市民病院 70歳代女 ×

2008年5月8日 関東地方の病院 40歳代男 ×

2008年4月5日 名古屋第二赤十字病院 50歳代男 ○

2008年3月18日 関東甲信越地方の病院 成人女 ○

2008年2月5日 広島市立広島市民病院 60歳代女 ○

2008年1月17日 藤田保健衛生大学病院 中年 ×

2007年12月28日 関東甲信越地方の病院 男 ×

2007年10月16日 大津赤十字病院 50歳代女 ×

2007年9月28日 八戸市立市民病院 50歳代女 ○

2007年9月15日 兵庫医科大学病院 30歳代女 ×

2007年9月1日 深谷赤十字病院 40歳代男 ○

2007年8月18日
東京医科大学
八王子医療センター

男 ×

2007年8月10日 大阪府済生会千里病院 30歳代 ○

2007年6月14日
東邦大学医療センター
大森病院

50歳代女 ○

2007年5月31日 兵庫県立西宮病院 40歳代男 ×

2007年4月26日
東京女子医科大学
東医療センター

40歳代女 ○

2007年3月28日 兵庫県内の病院 非公表 ×

2007年2月25日 札幌医科大学附属病院 20歳代女 ×

2007年2月13日 愛媛県立新居浜病院 20歳代男 ×

2006年12月17日 高知赤十字病院 成人女 ×
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脳死下での臓器提供事例
提供年月日 提供病院 提供者 心臓 心肺同時 両肺 肺（右） 肺（左） 肝臓 肝臓（分割） 肝腎同時 膵臓 膵腎同時 腎臓（右） 腎臓（左） 小腸 計 眼球

2016年12月31日現在
MC：医療センター、C：センター

国立循環器病C 京都大 大阪大 仙台社保

（40歳代男） （20歳代女） （40歳代女） （50歳代男）

岡山大 東京女子医大 東邦大MC大森

（40歳代男） （60歳代男） （40歳代男）

大阪大 東京女子医大 日赤和歌山MC

（30歳代男） （40歳代女） （60歳代男）

大阪大 岡山大 広島大 藤田保健衛生大 福岡赤十字

（20歳代男） （30歳代女） （50歳代男） （30歳代女） （50歳代男）

東京大 福岡大 東京大 岐阜大 静岡県立総合

（50歳代女） （40歳代女） （40歳代男） （50歳代女） （50歳代女）

大阪大 岡山大 県立広島 岡山MC

（40歳代女） （30歳代女） （60歳代男） （50歳代男）

長崎大 東北大 国立成育MC 東北大 市立札幌

（40歳代女） （30歳代女） （10歳代男） （40歳代女） （30歳代女）

東京大 京都大 順天堂大 千葉東 東京女子医大

（40歳代男） （50歳代男） （50歳代男） （60歳代男） （10歳代女）

大阪大 大阪大 福岡大 藤田保健衛生大 九州大

（20歳代男） （40歳代女） （60歳代男） （30歳代男） （60歳代男）

岡山大 千葉東 大阪市大

（30歳代男） （40歳代女） （40歳代男）

東京大 広島大 九州大 長崎大

（50歳代男） （50歳代女） （40歳代男） （50歳代女）

信州大

（50歳代女）

東京大 名古屋大 京都府立医大 豊橋市民 岐阜大

（40歳代男） （30歳代男） （30歳代女） （50歳代女） （50歳代女）

大阪大 京都大 香川大 北里大

（50歳代男） （40歳代女） （50歳代女） （60歳代男）

九州大 京都大 大阪大 東京女子医大 藤田保健衛生大

（30歳代男） （20歳代男） （10歳代女） （40歳代男） （40歳代女）

東京大 北海道大 千葉東 関西医大枚方

（30歳代男） （40歳代女） （40歳代女） （50歳代男）

東京女子医大 岡山大 広島大 神戸大 福井大

（20歳代男） （40歳代女） （60歳代男） （30歳代女） （60歳代女）

北海道大 市立札幌 北海道大

（50歳代女） （50歳代男） （30歳代男）

大阪大 京都大 大阪大 京都大 国立成育MC 北海道大 群馬大

（20歳代男） （50歳代男） （30歳代女） （30歳代女） （10歳未満女） （40歳代女） （50歳代男）

国立循環器病C 東京大 藤田保健衛生大 岡山MC

（40歳代男） （40歳代女） （40歳代女） （60歳代男）

東北大 東北大 熊本大 名古屋第二日赤 鷹揚郷弘前

（20歳代男） （50歳代男） （20歳代男） （40歳代女） （50歳代男）

国立循環器病C 東北大 熊本大 福島県立医大 県立広島

（20歳代男） （50歳代女） （60歳代男） （30歳代女） （50歳代女）

九州大 大阪大 新潟大

（30歳代女） （40歳代女） （50歳代女）

国立循環器病C 東北大 東北大 信州大 神戸大

（50歳代女） （20歳代女） （40歳代女） （30歳代女） （30歳代男）

岡山大 横浜市大市民総合MC 獨協医大

（40歳代男） （60歳代女） （50歳代女）

国立循環器病C 東北大 順天堂大 東京女子医大 東京女子医大

（40歳代男） （40歳代女） （30歳代女） （30歳代女） （60歳代男）

東京女子医大 京都大 名古屋大 千葉東 琉球大

（50歳代男） （20歳代女） （40歳代男） （30歳代女） （40歳代女）

東京大 京都大 大阪大 新潟大 千葉東 東海大

（30歳代男） （40歳代女） （40歳代女） （50歳代男） （40歳代女） （60歳代女）

大阪大 東北大 北海道大 藤田保健衛生大 東京女子医大

（10歳代男） （50歳代女） （20歳代男） （30歳代女） （60歳代男）

東京大 広島大 九州大 大阪市大

（20歳代男） （40歳代男） （50歳代女） （50歳代女）

東京大 東北大 長崎大 千葉東 北里大

（30歳代女） （10歳代男） （30歳代男） （50歳代男） （60歳代男）

大阪大 千葉東 徳山中央

（20歳代男） （50歳代男） （50歳代女）

東京大 岡山大 東北大 藤田保健衛生大 大阪市大 日赤和歌山MC

（40歳代女） （60歳代男） （20歳代女） （40歳代女） （40歳代女） （20歳代女）

岡山大 千葉東 藤田保健衛生大

（50歳代女） （30歳代女） （40歳代女）

東北大 大阪大 岡山大 藤田保健衛生大 成田記念

（30歳代男） （40歳代女） （50歳代男） （50歳代女） （60歳代男）

岡山大 信州大 藤田保健衛生大 沖縄県立中部 県立宮崎

（40歳代女） （40歳代男） （40歳代男） （50歳代男） （60歳代男）

埼玉医大国際MC 大阪大 神戸大 兵庫医大

（40歳代男） （30歳代男） （50歳代女） （10歳代男）

大阪大 東北大 岡山大 北海道大 藤田保健衛生大 大阪市大

（60歳代女） （40歳代女） （40歳代女） （30歳代女） （50歳代女） （50歳代女）

京都大 神戸大 千葉東 千葉東

（20歳代男） （60歳代男） （40歳代女） （10歳代男）

三重大 鷹揚郷弘前 鷹揚郷弘前

（50歳代男） （50歳代男） （30歳代男）

大阪大 京都大 千葉東 県立広島

（40歳代男） （50歳代男） （40歳代女） （50歳代女）

藤田保健衛生大 市立旭川

（40歳代女） （50歳代男）

国立循環器病C 京都大 神戸大 東京女子医大 東京医大八王子MC 東北大

（60歳代男） （20歳代男） （50歳代女） （40歳代男） （60歳代女） （20歳代男）

福岡大 国立成育MC 東京女子医大 東邦大MC大森

（30歳代男） （10歳未満女） （50歳代男） （50歳代男）

国立循環器病C 新潟大 藤田保健衛生大 高松赤十字

（30歳代男） （60歳代男） （40歳代女） （40歳代男）

東京大 岡山大 東京大 藤田保健衛生大 市立札幌

（60歳代男） （50歳代男） （20歳代男） （40歳代男） （40歳代男）

国立循環器病C 大阪大 京都大 国立成育MC 新潟大 千葉東 東北大

（10歳代男） （40歳代女） （10歳未満女） （10歳代女） （30歳代女） （60歳代女） （30歳代女）

大阪大 岡山大 岡山大 京都府立医大 東京女子医大

（60歳代男） （20歳代男） （60歳代男） （40歳代女） （50歳代男）

東京大 東北大 長崎大 順天堂大 大阪大 長野赤十字 東京女子医大

（50歳代男） （40歳代女） （30歳代女） （30歳代女） （40歳代女） （60歳代男） （30歳代男）

国立循環器病C 京都大 金沢大 藤田保健衛生大 東京大

（30歳代男） （40歳代女） （60歳代女） （50歳代女） （50歳代男）
2011年10月10日 山梨県立中央病院 60歳代男 ○

2011年9月19日 関東地方の病院 60歳代男 ○

2011年9月18日
東京医科大学
八王子医療センター

40歳代男 ×

2011年9月4日 関東甲信越地方
15歳以上
18歳未満

男
×

2011年9月1日 北海道内の病院 30歳代男 ×

2011年8月8日 中国四国地方の病院 成人男 ○

2011年7月31日 佐久総合病院 60歳代男 ○

2011年7月23日 帝京大学医学部附属病院 20歳代女 ○

2011年7月13日 北海道内の病院 40歳代女 ×

2011年6月19日 広島市立広島市民病院 30歳代男 ○

2011年6月16日 八戸市立市民病院 60歳代男 ×

2011年6月9日 関東地方の病院 50歳代男 ×

2011年6月6日 近畿地方の病院 60歳代女 ×

2011年6月3日 兵庫医科大学病院 40歳代男 ×

2011年5月19日 九州地方の病院 60歳代男 ○

2011年5月15日 社会保険中京病院 40歳代男 ○

2011年5月10日 愛知県内の病院 50歳代女 ×

2011年5月4日 近畿地方の病院 成人 ×

2011年5月1日 山陰労災病院 60歳代男 ○

2011年4月29日 北里大学病院
18歳以上

男
×

2011年4月25日
大阪府立急性期・
総合医療センター

30歳代女 ×

2011年4月13日 関東甲信越地方の病院
10歳以上
15歳未満

男
×

2011年4月11日 横浜市立みなと赤十字病院 50歳代女 ×

2011年4月9日 大分県内の病院 30歳代女 ○

2011年2月27日
東京女子医科大学
東医療センター

50歳代女 ○

2011年2月22日 川崎市立川崎病院 60歳代女 ○

2011年2月20日 帝京大学医学部附属病院 30歳代女 ×

2011年2月11日 非公表 成人 ○

2011年2月11日 福山市民病院 50歳代女 ×

2011年2月10日 山形県立中央病院 50歳代男 ×

2011年2月5日 津山中央病院 40歳代女 ×

2011年1月27日 前橋赤十字病院 30歳代男 ×

2011年1月14日 旭川医科大学病院 50歳代男 ○

2011年1月2日 福井大学医学部附属病院 20歳代女 ×

2010年12月29日
大阪市立大学医学部
附属病院

50歳代男 ○

2010年12月25日 藤田保健衛生大学病院 成人 ○

2010年12月18日 関東地方の病院 30歳代男 ×

2010年12月18日 岐阜県総合医療センター 30歳代男 ×

2010年12月17日 北海道内の病院
18歳以上

男
○

2010年12月13日
国立病院機構
長崎医療センター

60歳代女 ×

2010年12月10日 大阪市立総合医療センター 60歳代女 ×

2010年12月4日 九州大学病院 30歳代女 ×

2010年12月2日 関東地方の病院 40歳代男 ×

2010年11月26日 札幌医科大学附属病院 60歳代女 ×

2010年11月26日 福山市民病院 60歳代男 ○

2010年11月21日 高山赤十字病院 50歳代男 ○

2010年11月3日 九州大学病院 30歳代女 ×

2010年10月13日 西日本地方の病院
18歳以上

男
×

2010年10月3日 関東地方の病院 70歳代女 ×

2010年9月30日 東北大学病院 30歳代男 ○
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脳死下での臓器提供事例
提供年月日 提供病院 提供者 心臓 心肺同時 両肺 肺（右） 肺（左） 肝臓 肝臓（分割） 肝腎同時 膵臓 膵腎同時 腎臓（右） 腎臓（左） 小腸 計 眼球

2016年12月31日現在
MC：医療センター、C：センター

九州大 岡山大 東北大 北海道大 東京女子医大 横浜市大市民総合MC

（50歳代男） （40歳代女） （60歳代女） （50歳代男） （50歳代女） （60歳代男）

京都大 京都大 徳島大 川島病院

（30歳代男） （50歳代男） （50歳代男） （60歳代男）

東京女子医大 東北大 岡山大 九州大

（50歳代男） （40歳代男） （60歳代女） （50歳代女）

大阪大 京都大 岡山大 東北大 都立小児総合MC 京都大

（20歳代男） （20歳代男） （50歳代男） （50歳代男） （10歳代男） （10歳代女）

東京大 東邦大MC大森

（50歳代男） （40歳代男）

東京大 広島大 岐阜大 岐阜大

（30歳代男） （50歳代女） （60歳代男） （50歳代男）

東京女子医大 九州大 東京大 都立小児総合MC

（40歳代女） （50歳代女） （50歳代男） （10歳未満女）

国立循環器病C 京都大 国立成育MC 京都大 千葉東 長崎大 長崎MC

（20歳代男） （10歳代男） （10歳未満女） （50歳代女） （20歳代男） （40歳代男） （60歳代女）

大阪大 東京女子医大 静岡県立総合

（30歳代女） （40歳代男） （50歳代男）

大阪大 東北大 岡山大 京都大 大阪大 名古屋第二日赤

（30歳代女） （50歳代女） （50歳代女） （60歳代女） （50歳代男） （50歳代男）

国立循環器病C 岡山大 新潟大 東京女子医大 鷹揚郷弘前

（40歳代男） （40歳代女） （30歳代男） （40歳代女） （20歳代男）

大阪大 北海道大 大阪府立総合MC 大阪府立総合MC

（10歳代男） （50歳代男） （50歳代男） （40歳代女）

島根大 高知MC

（40歳代男） （50歳代男）

岡山大 金沢大 岡山MC 岡山MC

（40歳代女） （40歳代女） （60歳代男） （60歳代男）

獨協医大 東京大 東京女子医大 自治医大

（30歳代女） （30歳代女） （40歳代女） （50歳代男）

国立循環器病C 信州大 名古屋第二日赤 兵庫県立西宮

（20歳代男） （40歳代男） （40歳代男） （40歳代女）

国立循環器病C 岡山大 大阪大 広島大 名古屋第二日赤

（20歳代男） （20歳代女） （40歳代男） （50歳代男） （50歳代女）

京都大 名古屋大 岡山MC 高知MC

（40歳代男） （10歳代女） （50歳代男） （30歳代女）

国立循環器病C 京都大 東北大 大阪大 岐阜大 岐阜大

（60歳代女） （40歳代女） （60歳代女） （30歳代男） （50歳代男） （50歳代女）

岡山大 岡山大 北海道大 市立札幌

（40歳代女） （60歳代男） （60歳代女） （40歳代女）

国立循環器病C 岡山大 京都府立医大 藤田保健衛生大

（20歳代男） （40歳代女） （30歳代女） （50歳代女）

京都大 総合太田 群馬大

（60歳代女） （40歳代男） （60歳代女）

国立循環器病C 京都大 北海道大

（40歳代男） （20歳代女） （40歳代女）

国立循環器病C 北海道大 東京女子医大 東京女子医大

（10歳代女） （50歳代女） （70歳代男） （30歳代男）

岡山大 三重大 東京女子医大 東京女子医大

（20歳代女） （50歳代男） （60歳代男） （40歳代男）

九州大 岡山大

（40歳代男） （60歳代男）

東京大 岡山大 京都大 千葉東 福岡赤十字 九州大

（50歳代男） （50歳代男） （20歳代男） （40歳代女） （40歳代男） （50歳代男）

大阪大 国立成育MC

（10歳未満女） （10歳未満女）

国立循環器病C 大阪大 岡山大 千葉東 岐阜大 岐阜大

（40歳代男） （40歳代女） （60歳代男） （20歳代女） （40歳代女） （60歳代男）

東京大 藤田保健衛生大 和歌山県立医大

（50歳代男） （50歳代女） （60歳代男）

国立循環器病C 東北大 岡山大 九州大 大阪大 大阪大

（10歳代男） （40歳代女） （40歳代男） （40歳代女） （40歳代男） （50歳代男）

九州大 国際医療福祉大熱海 浜松医大

（50歳代女） （40歳代女） （50歳代男）

大阪大 東北大 北海道大 聖マリアンナ医大 虎の門分院

（30歳代女） （40歳代女） （50歳代男） （30歳代男） （50歳代男）

大阪大 京都大 京都大 藤田保健衛生大 虎の門

（30歳代男） （50歳代男） （40歳代女） （40歳代女） （50歳代男）

大阪大 京都大 北海道大 岡山大 神戸大 神戸大

（30歳代女） （50歳代女） （10歳未満男） （40歳代男） （40歳代女） （30歳代男）

東京女子医大 京都大 岡山大 東北大

（30歳代男） （40歳代男） （50歳代女） （40歳代女）

大阪大 岡山大 自治医大 虎の門分院

（50歳代男） （20歳代女） （30歳代女） （50歳代男）

広島大 東京女子医大 埼玉医大国際MC

（60歳代女） （60歳代男） （60歳代男）

東京大 東京大 大阪大 東京女子医大

（20歳代女） （50歳代女） （40歳代男） （60歳代男）

東北大 東北大 九州大 北海道大

（50歳代女） （50歳代女） （60歳代女） （40歳代男）

大阪大 京都大 名古屋大 国立成育MC 藤田保健衛生大 千葉東

（40歳代男） （40歳代男） （50歳代女） （10歳未満男） （40歳代女） （40歳代男）

大阪大 岡山大 国立成育MC 熊本大 東京女子医大 仙台社保

（20歳代男） （50歳代男） （10歳未満女） （40歳代男） （30歳代男） （30歳代男）

京都大 九州大 福井大

（30歳代女） (40歳代女） （40歳代女）

信州大 東京女子医大 東邦大MC大森 東京女子医大

（10歳代男） （40歳代女） （40歳代男） （40歳代女）

東京大 藤田保健衛生大 名古屋大

（40歳代男） （50歳代男） （60歳代女）

大阪大 高松赤十字 高松赤十字

（60歳代男） （70歳代男） （60歳代女）

国立成育MC 大阪大 岡崎市民 社保中京

（10歳代男） （40歳代女） （60歳代男） （10歳未満男）

国立循環器病C 北海道大

（10歳代男） （50歳代男）

京都大 名古屋大 東京女子医大 東京女子医大

（20歳代男） （40歳代男） （50歳代男） （10歳代女）

国立循環器病C 大阪大 岡山大 九州大 小倉記念 九州大

（20歳代男） （40歳代男） （40歳代男） （40歳代女） （60歳代女） （60歳代男）
2012年11月10日 九州医療センター 50歳代女 ○

2012年11月9日 東京都内の病院 成人男 ×

2012年11月4日 市立札幌病院 成人女 ×

2012年11月2日 藤田保健衛生大学病院 50歳代男 ○

2012年10月20日 中国四国地方の病院 成人男 ×

2012年10月13日 岐阜大学医学部附属病院 60歳代女 ○

2012年10月10日
東京医科歯科大学
医学部附属病院

50歳代女 ×

2012年10月5日 福井県立病院 50歳代女 ○

2012年9月23日 岩手医科大学附属病院 20歳代男 ×

2012年9月19日 千葉県内の病院 30歳代男 ×

2012年9月14日
聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

30歳代女 ○

2012年9月13日 帝京大学医学部附属病院 60歳代女 ×

2012年9月8日 獨協医科大学病院 40歳代男 ×

2012年9月1日 神奈川県内の病院 40歳代女 ×

2012年9月1日 四国地方の病院 40歳代男 ○

2012年8月12日 兵庫県内の病院 40歳代男 ○

2012年8月11日 昭和大学藤が丘病院 20歳代男 ×

2012年8月11日 北里大学病院 50歳代女 ○

2012年8月10日 浜松医療センター 60歳代女 ×

2012年8月3日 大津赤十字病院 30歳代女 ×

2012年8月1日
日本赤十字社
和歌山医療センター

60歳代女 ○

2012年6月21日 大垣市民病院 50歳代女 ○

2012年6月15日 富山大学附属病院
6歳未満

男
○

2012年6月10日 聖マリア病院 40歳代男 ×

富山県立中央

（60歳代女）

2012年6月1日 飯塚病院 50歳代男 ×

2012年5月15日
東京女子医科大学
東医療センター

60歳代女 ×

2012年5月10日
東京医科大学
八王子医療センター

40歳代男 ×

2012年4月14日 手稲渓仁会病院 50歳代男 ○

2012年4月13日 関東甲信越地方 70歳代男 ×

2012年4月11日 愛知県内の病院 成人男 ×

2012年3月28日 北海道大学病院 60歳代女 ×

2012年3月23日 岐阜大学医学部附属病院 60歳代女 ×

2012年2月26日 高知県内の病院 60歳代男 ○

2012年2月26日 近畿地方の病院 30歳代男 ×

2012年2月21日 近畿地方の病院 50歳代男 ○

2012年2月4日 自治医科大学附属病院 60歳代男 ○

2012年1月24日 四国地方の病院 成人男 ×

2012年1月24日 高知医療センター 60歳代男 ×

2012年1月23日 近畿地方の病院 40歳代男 ×

2012年1月12日 八戸市立市民病院 50歳代男 ○

2011年12月15日 愛知医科大学病院 60歳代女 ○

2011年12月5日 聖隷三方原病院 20歳代女 ×

2011年12月1日 長崎大学病院 成人男 ×

2011年11月24日 東京都内の病院 40歳代女 ○

2011年11月20日 東海地方の病院 成人男 ○

2011年11月18日
東京医科大学
八王子医療センター

60歳代女 ○

2011年11月15日
横浜市立大学
附属市民総合医療センター

30歳代男 ×

2011年11月11日 済生会八幡総合病院 40歳代男 ○

2011年11月5日 四国地方の病院 60歳代男 ○

2011年10月29日 聖マリアンナ医科大学病院 50歳代女 ○
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脳死下での臓器提供事例
提供年月日 提供病院 提供者 心臓 心肺同時 両肺 肺（右） 肺（左） 肝臓 肝臓（分割） 肝腎同時 膵臓 膵腎同時 腎臓（右） 腎臓（左） 小腸 計 眼球

2016年12月31日現在
MC：医療センター、C：センター

東京大 大阪大 北海道大 広島大 京都府立医大

（40歳代男） （10歳代男） （50歳代男） （50歳代女） （30歳代男）

東京大 岡山大 広島大 藤田保健衛生大

（50歳代男） （50歳代男） （40歳代男） （40歳代男）

岡山大 九州大 東京女子医大 虎の門

（30歳代女） （30歳代男） （60歳代女） （50歳代男）

京都大 信州大 広島大 長崎大

（40歳代女） （50歳代男） （40歳代女） （30歳代男）

大阪大 大阪大 名古屋大 九州大 長崎大

（20歳代男） （40歳代女） （50歳代男） （40歳代女） （50歳代女）

九州大 京都大 千葉東 都立小児総合MC

（50歳代男） （30歳代男） （50歳代男） （10歳代男）

東京大 岡山大 大阪大 藤田保健衛生大 北里大

（40歳代男） （20歳代女） （50歳代女） （30歳代女） （60歳代男）

東京女子医大 東北大 熊本大 岩手医大 岩手医大

（40歳代女） （40歳代女） （10歳代女） （50歳代男） （60歳代男）

福岡大 大阪大 広島大

（50歳代男） （60歳代男） （60歳代女）

大阪大 横浜市大市民総合MC 北里大

（10歳代男） (10歳未満女) (30歳代男)

岡山大 京都府立医大 県立広島 徳島赤十字

（20歳代女） （40歳代男） (40歳代男) (60歳代男)

国立循環器病C 東北大 岡山大 藤田保健衛生大 北里大

（40歳代男） （30歳代男） （50歳代女） （40歳代女） （50歳代男）

東北大 東北大 九州大 千葉東 大阪大 大阪府立総合MC

（50歳代男） （40歳代女） （10歳代女） （30歳代男） （60歳代男） （60歳代男）

国立循環器病C 岡山大 東京女子医大 国立成育MC

（20歳代男） （50歳代男） (60歳代女) (10歳代男)

大阪大 大阪大 東北大 広島大 大阪大 東京女子医大 東北大

（40歳代男） （40歳代女） （40歳代女） （50歳代男） （40歳代男） （50歳代男） （20歳代男）

東京大 東北大 慶應大 名古屋第二日赤 東京女子医大

（20歳代男） （20歳代男） （50歳代女） （40歳代男） （40歳代男）

北里大

（40歳代男）

大阪大 北海道大 藤田保健衛生大 群馬大

（20歳代女） （60歳代女） （40歳代男） （10歳代女）

東京大 広島大 藤田保健衛生大 広島大

（10歳代女） （60歳代男） （30歳代女） （40歳代女）

東京大

（20歳代女）

東京大 岡山大 名古屋大 北海道大 北海道大

（50歳代男） （50歳代男） （30歳代男） （30歳代女） （10歳代男）

東京女子医大 東京女子医大 神戸大

（40歳代男） （50歳代女） （40歳代男）

京都大 岩手医大 東京女子医大 香川県立中央 高松赤十字

（10歳代女） （40歳代男） （40歳代女） （60歳代男） （50歳代女）

大阪大 京都大 大阪大 藤田保健衛生大 東京女子医大 東京女子医大

（30歳代男） （20歳代男） （30歳代男） （30歳代女） （60歳代女） （30歳代女）

東京大 東北大 藤田保健衛生大 高知MC

（20歳代女） （50歳代女） （50歳代女） （40歳代男）

東京大 京都大 東北大 千葉東 兵庫県立西宮

（30歳代男） （50歳代男） （60歳代女） （30歳代女） （30歳代男）

国立循環器病C 京都大 東京大 大阪大 市立札幌

（30歳代男） （30歳代女） （40歳代女） （60歳代女） （60歳代男）

東北大 岡山大 北海道大 大阪大 東邦大MC大森

（50歳代男） （50歳代男） （40歳代女） （40歳代女） （10歳代男）

大阪大 東京医大八王子MC 東京女子医大

（40歳代女） （50歳代男） （60歳代男）

東京大 東北大 慶應大 名古屋第二日赤 長崎MC

（10歳代男） （30歳代女） （30歳代女） （40歳代女） （50歳代男）

大阪大 京都大 京都大 北海道大 九州大 虎の門 千葉東

（50歳代男） （30歳代男） （50歳代男） （20歳代男） （40歳代男） （50歳代女） （60歳代女）

国立循環器病C 東北大 北海道大 千葉東 信州大

（50歳代男） （30歳代女） （50歳代男） （30歳代男） （50歳代女）

東京大 名古屋大 藤田保健衛生大 三重大

（30歳代男） （30歳代男） （40歳代女） （60歳代男）

京都府立医大 東京女子医大 東京女子医大

（20歳代女） （50歳代男） （60歳代女）

東京大 東北大 九州大 大阪大 虎の門分院 北里大

（20歳代女） （40歳代男） （20歳代男） （40歳代男） （60歳代女） （40歳代男）

国立循環器病C 順天堂大

（30歳代女） （30歳代女）

大阪大 京都大 信州大 九州大 名古屋第二日赤

（20歳代男） （30歳代女） （50歳代女） （50歳代女） （10歳代男）

東京大 国立成育MC 九州大 京都府立医大 市立札幌

（30歳代女） （10歳未満男） （40歳代男） （30歳代男） （40歳代男）

東京大 福岡大 名古屋大 金沢大 福井大

（30歳代女） （50歳代女） （30歳代男） （50歳代女） （50歳代男）

東京大 岡山大 東京女子医大 慶應大

（30歳代男） （30歳代女） （50歳代男） （40歳代女）

大阪大 岡山大 大阪大 福岡赤十字

（30歳代女） （40歳代女） （30歳代女） （60歳代男）

国立循環器病C 福岡大 大阪大 熊本大 九州大 新潟大 新潟大

（30歳代男） （50歳代女） （50歳代女） （60歳代女） （50歳代男） （60歳代男） （60歳代女）

大阪大 岡山大 京都大 大阪大 香川大 千葉東 済生会栗橋

（30歳代女） （20歳代男） （10歳未満女） （60歳代男） （30歳代女） （40歳代女） （30歳代女）

九州大 東北大 東北大 大阪大 藤田保健衛生大 防衛医科大

（30歳代女） （40歳代女） （50歳代女） （60歳代女） （40歳代女） （50歳代女）

岡山大 京都府立医大 自治医大 自治医大

(20歳代女) (60歳代男) (50歳代男) (60歳代女)

京都大 大阪大 都立小児総合MC 東京女子医大

(50歳代男) (40歳代女) (10歳代女) (50歳代女)

東京大 九州大 東北大 静岡県立総合

（30歳代男） (50歳代男) (30歳代男) (40歳代女)

岡山大 名古屋大 大阪大 長崎大

(10歳代女) (40歳代男) (40歳代男) (40歳代男)

東京大 長崎大 京都大 北海道大 北海道大 北海道大 市立札幌

(50歳代男) (30歳代男) (50歳代男) (50歳代女) (50歳代男) (50歳代女性) (60歳代女性)

東京大 東北大 神戸大 広島大 岡山MC

(60歳代女) (40歳代女) (40歳代男) (50歳代女) (50歳代男)
2013年12月21日 倉敷中央病院 20歳代女 ×

2013年12月10日 北海道大学病院 成人男 ○

2013年12月7日
国立病院機構
長崎医療センター

10歳以上
15歳未満

男
×

2013年11月29日 東海地方の病院 成人女 ×

2013年11月26日
東京医科大学
八王子医療センター

20歳代男 ×

2013年11月21日 栃木県済生会宇都宮病院 50歳代女 ×

2013年11月14日 川口市立医療センター 50歳代女 ×

2013年11月7日 深谷赤十字病院 40歳代男 ×

2013年11月4日 新潟大学医歯学総合病院 成人 ○

2013年10月31日 飯塚病院 20歳代男 ○

2013年10月23日 日本赤十字社医療センター 30歳代女 ○

2013年10月12日 福井県立病院 60歳代女 ○

2013年9月22日 市立札幌病院 成人女 ×

2013年9月20日 福井県立病院 50歳代男 ○

2013年9月15日
国立病院機構
大阪医療センター

30歳代女 ○

2013年8月25日 昭和大学藤が丘病院 40歳代男 ×

2013年8月24日
東京医科大学
八王子医療センター

50歳代女 ×

2013年8月16日 東海地方の病院 成人女 ×

2013年8月15日 関東甲信越地方の病院 50歳代女 ×

2013年8月13日 新潟大学医歯学総合病院 40歳代男 ×

2013年8月10日 長崎大学病院
10歳以上
15歳未満

女
○

2013年7月27日 駿河台日本大学病院 60歳代女 ○

2013年7月20日 東京労災病院 40歳代男 ×

2013年7月7日 市立札幌病院 50歳代女 ○

2013年7月3日 済生会滋賀県病院 30歳代男 ○

2013年6月30日 四国地方の病院 40歳代女 ×

2013年6月26日 新潟市民病院 20歳代 ×

2013年6月14日 四国地方の病院 40歳代女 ×

2013年6月7日 近畿地方の病院 30歳代男 ×

2013年5月26日 中村記念病院 40歳代女 ×

2013年5月12日 近畿地方の病院 40歳代女 ×

2013年5月11日
国立病院機構
呉医療センター

15歳以上
18歳未満

男
○

2013年5月4日 神奈川県内の病院 40歳代女 ×

2013年4月27日 関東甲信越地方の病院 成人女 ×

2013年4月3日 東京大学医学部附属病院 50歳代男 ○

2013年3月29日 東京都内の病院 成人女 ○

2013年3月21日 日本赤十字社医療センター 40歳代男 ×

2013年3月10日 近畿地方の病院 50歳代女 ×

2013年2月28日
聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

20歳代男 ×

2013年2月23日 四国地方の病院 60歳代女 ×

2013年2月10日 神奈川県内の病院 成人男 ○

2013年2月1日
国立病院機構
呉医療センター

50歳代男 ○

2013年1月31日 盛岡赤十字病院 60歳代女 ×

2013年1月13日 横浜市立市民病院 50歳代女 ×

2013年1月9日
東京医科歯科大学
医学部附属病院

40歳代男 ○

2012年12月13日 長崎大学病院 40歳代男 ×

2012年12月2日 長崎大学病院 50歳代女 ×

2012年12月1日
東京医科大学
八王子医療センター

60歳代女 ○

2012年11月26日 栃木県済生会宇都宮病院 30歳代男 ×

2012年11月14日 近畿地方の病院 20歳代男 ○
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脳死下での臓器提供事例
提供年月日 提供病院 提供者 心臓 心肺同時 両肺 肺（右） 肺（左） 肝臓 肝臓（分割） 肝腎同時 膵臓 膵腎同時 腎臓（右） 腎臓（左） 小腸 計 眼球

2016年12月31日現在
MC：医療センター、C：センター

大阪大 京都大 名古屋第二日赤 社保中京

(20歳代女) (40歳代女) (50歳代男) (10歳代男)

東京大 大阪大 東北大 京都大 東京女子医大

(50歳代男) (40歳代男) (40歳代男) (50歳代男) (60歳代女)

北海道大 京都大 京都大 神戸大 広島大 東京医大八王子MC

(20歳代男) (20歳代男) (20歳代男) (50歳代女) (50歳代男) (60歳代女)

国立循環器病C 岡山大 神戸大 東京女子医大 太田記念

(50歳代男) (10歳代女) (60歳代女) (30歳代女) (60歳代男)

国立循環器病C 福岡大 京都大 岩手医大 九州大 九州大

(30歳代女) (50歳代男) (60歳代男) (60歳代男) (50歳代女) (30歳代女)

京都大 国立成育MC 神戸大 鷹揚郷弘前

(50歳代女) (10歳代男) (30歳代女) (40歳代女)

東京大 東北大 金沢大 東京女子医大 北海道大

(30歳代男) (20歳代女) (40歳代男) (30歳代女) (20歳代男)

九州大 東北大 岡山大 大阪市大

（20歳代男） (40歳代女) （50歳代女） (40歳代女)

東京女子医大 大阪大 京都大 九州大 鹿児島大

(50歳代男) (40歳代女) (50歳代女) (30歳代女) (50歳代男)

大阪大

(30歳代男)

大阪大 広島大 藤田保健衛生大 大阪市立総合MC

(50歳代男) (50歳代男) (30歳代男) (40歳代女)

東京大 京都大 大阪大 東京大 徳山中央 済生会下関

(40歳代女) (40歳代女) (50歳代女) (40歳代男) (60歳代女) (60歳代女)

大阪大 長崎大 岡山大 神戸大 東京女子医大 東京女子医大

(40歳代女) (40歳代女) (50歳代男) (30歳代女) (50歳代男) (50歳代女)

東北大 京都大 岩手医大

(60歳代男) (30歳代女) (50歳代男)

大阪大 九州大 自治医大 東京女子医大 新潟大

(30歳代男) (30歳代女) (10歳未満女) (40歳代女) (40歳代女)

京都大 東北大

(50歳代女) (50歳代男)

大阪大 熊本大 東京大 東京女子医大 大阪大

(20歳代女) (10歳未満女) (60歳代女) (40歳代女) (40歳代男)

東京大 東北大 京都大 藤田保健衛生大 東邦大MC大森 東京女子医大

(30歳代男) (30歳代女) (50歳代男) (30歳代女) (60歳代男) (60歳代女)

熊本大 岡山MC 島根大

(30歳代男) (40歳代男) (60歳代男)

北海道大 東北大 京都大 名古屋第二日赤

(30歳代男) (30歳代男) (20歳代女) （40歳代女）

国立循環器病C 東北大 名古屋第二日赤 兵庫県立西宮

(30歳代男) (20歳代男) (50歳代女) (60歳代男)

岡山大 京都府立医大 神戸大

(50歳代女) (60歳代男) （50歳代女）

東京大 岡山大 長崎大 藤田保健衛生大 兵庫県立西宮

(50歳代男) (10歳代男) (40歳代男) (30歳代女) (40歳代女)

九州大 岡山大 千葉大 京都府立医大 近畿大

(40歳代男) (50歳代男) (50歳代男) (40歳代女) (40歳代男)

大阪大 岡山大 大阪大 藤田保健衛生大 東邦大MC大森

(40歳代男) (20歳代女) (50歳代男) (40歳代女) (10歳代男)

大阪大 北海道大 大阪市立総合MC 大阪市大

(50歳代女) (50歳代男) (40歳代男) (40歳代男)

京都大

(10歳代女)

東京大 福岡大 岡山大 広島大 名古屋第二日赤 大阪大

(60歳代男) (40歳代女) (60歳代男) (60歳代女) (40歳代男) (50歳代男)

大阪大 東北大 慶應大 静岡県立総合 金沢大

(60歳代男) (40歳代女) (40歳代男) (50歳代男) (40歳代女)

獨協医大 岡山大 筑波大 新潟大

(60歳代女) （50歳代女） (30歳代男) (40歳代男)

大阪大

(10歳代男)

大阪大 東北大 九州大 大阪大 東京女子医大

(30歳代男) (20歳代男) (50歳代男) (60歳代男) (40歳代女)

北海道大 札幌北楡

(30歳代男) (60歳代男)

岡山大 東京女子医大 藤田保健衛生大 東京女子医大

(40歳代女) (60歳代女) (40歳代男) (10歳未満女)

大阪大 北海道大 九州大 自治医大 自治医大

(10歳代女) (60歳代女) (30歳代女) (60歳代女) (40歳代男)

東京女子医大 神戸大 東京女子医大 浜松医大 静岡県立総合

(20歳代男) (20歳代男) (50歳代女) (50歳代女) (40歳代男)

東京女子医大 東北大 慶應大 東京女子医大 東京女子医大

(50歳代男) (40歳代男) (20歳代男) (50歳代女) (10歳代男)

東北大 岡山大 東京女子医大 東邦大MC大森

(40歳代男) (50歳代男) （50歳代女） （10歳未満女）

京都大 市立札幌 北海道大

(40歳代男) (50歳代女) (10歳未満女)

国立循環器病C 東北大 岡山大 九州大 藤田保健衛生大 神戸大

(10歳代男) (50歳代男) (60歳代男) (40歳代女) (30歳代女) (50歳代女)

大阪大 北海道大 藤田保健衛生大 大阪府立総合MC

(40歳代女) (40歳代男) (40歳代女) (70歳代女)

大阪大

(30歳代男)

岩手医大 富山大学 金沢大学

(40歳代男) (70歳代男) (60歳代男)

大阪大 岡山大 京都大 京都大 東京大 東京女子医大 東邦大MC大森

(30歳代男) (30歳代男) (50歳代男) (30歳代女) (20歳代男) (40歳代女) (30歳代男)

大阪大 名古屋大 九州大 熊本赤十字

(30歳代女) (10歳代女) (40歳代男) (60歳代男)

東京大 大阪大 九州大 東京女子医大

(50歳代女) (20歳代男) (50歳代男) (60歳代男)

大阪大 京都大 京都大 東京医大八王子MC 東京女子医大

(10歳未満男) (10歳未満男) (10歳代女) (60歳代女) (40歳代女)

京都大 名古屋大 東京女子医大 奈良県立医大 大阪市立総合MC

(30歳代男) (20歳代男) (30歳代女) (40歳代男) (60歳代女)

岡山大 藤田保健衛生大

(20歳代男) (40歳代女)

東北大 九州大 九州大 岡崎市民

(40歳代女) (50歳代男) (40歳代男) (40歳代男)
2014年12月13日 岡崎市民病院 20歳代女 ○

2014年12月5日 長崎大学病院
18歳以上

男
×

2014年12月4日 大阪府内の病院 20歳代女 ×

2014年11月24日
順天堂大学医学部
附属順天堂医院

6歳未満
女

×

2014年11月20日
東京医科大学
八王子医療センター

60歳代女 ×

2014年11月18日
国立病院機構
嬉野医療センター

50歳代女 ○

2014年11月15日 日本赤十字社医療センター 30歳代男 ○

2014年11月13日 金沢医科大学病院 70歳代男 ×

2014年11月9日
横浜市立大学
附属市民総合医療センター

40歳代男 ○

2014年10月30日
大阪市立大学医学部
附属病院

50歳代女 ○

2014年10月23日
日本赤十字社
和歌山医療センター

40歳代男 ×

2014年10月16日 北海道大学病院 40歳代男 ×

2014年9月24日 東京都内の病院 50歳代男 ○

2014年9月6日
東京医科歯科大学
医学部附属病院

40歳代男 ×

2014年9月4日 東海地方の病院 成人男 ×

2014年8月29日 栃木県済生会宇都宮病院 成人男 ○

2014年8月23日 帝京大学医学部附属病院 60歳代女 ○

2014年8月9日 市立札幌病院 成人男 ×

2014年8月1日 聖路加国際病院 40歳代男 ×

2014年7月25日 北海道大学病院
10歳以上
15歳未満

女
×

2014年7月13日 筑波メディカルセンター病院 60歳代女 ○

2014年7月4日 福井県立病院 40歳代男 ×

2014年7月3日
大阪府立急性期・総合
医療センター

50歳代女 ○

2014年7月3日 新潟大学医歯学総合病院 40歳代女 ○

2014年6月22日 大阪大学医学部附属病院 成人女 ○

2014年6月12日 帝京大学医学部附属病院 40歳代男 ○

2014年6月6日
大阪府立急性期・
総合医療センター

20歳代女 ○

2014年6月4日 近畿地方の病院 成人 ○

2014年5月28日 近畿地方の病院 60歳代男 ○

2014年5月12日
神戸市立医療センター
中央市民病院

30歳代男 ×

2014年5月5日 北海道大学病院 40歳代男 ×

2014年5月4日 中国地方の病院 50歳代男 ×

2014年3月27日 東京都内の病院 40歳代女 ×

2014年3月25日 大阪大学医学部附属病院 30歳代女 ○

2014年3月16日 東北大学病院 40歳代女 ○

2014年3月15日 新潟県内の病院 成人男 ○

2014年3月14日
関西医科大学附属
滝井病院

60歳代男 ×

2014年3月11日 筑波メディカルセンター病院 30歳代女 ○

2014年3月6日 山口県内の病院 成人女 ×

2014年2月25日 近畿地方の病院 40歳代女 ○

2014年2月22日 金沢大学附属病院 20歳代男 ×

2014年2月21日 九州地方の病院 50歳代女 ○

2014年2月20日
りんくう総合医療センター
大阪府泉州救命救急センター

50歳代男 ○

2014年2月7日 北海道大学病院 20歳代男 ×

2014年1月23日 東北大学病院 20歳代女 ○

2014年1月9日 福岡徳洲会病院 20歳代男 ×

2014年1月9日
済生会
横浜市東部病院

40歳代男 ○

2014年1月6日 関東地方の病院 成人男 ×

2013年12月23日 愛知県内の病院 40歳代男 ×

2013年12月23日 愛知県内の病院 30歳代女 ○
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脳死下での臓器提供事例
提供年月日 提供病院 提供者 心臓 心肺同時 両肺 肺（右） 肺（左） 肝臓 肝臓（分割） 肝腎同時 膵臓 膵腎同時 腎臓（右） 腎臓（左） 小腸 計 眼球

2016年12月31日現在
MC：医療センター、C：センター

大阪大 獨協医大 京都大 神戸大 自治医大 千葉東

(60歳代女) (50歳代男) (40歳代男) (60歳代女) (60歳代女) (50歳代男)

国立循環器病C 名古屋大 東京女子医大 愛媛県立中央

(40歳代男) (40歳代男) (40歳代女) (50歳代男)

国立循環器病C 京都大 福岡大 京都大 福岡赤十字 福岡赤十字

(50歳代男) (30歳代女) (60歳代男) (50歳代男) (60歳代女) (40歳代女)

東北大 香川大 市立札幌

(50歳代女) (30歳代女) (50歳代女)

東京女子医大 北海道大 神戸大 兵庫医大

（30歳代男） (50歳代男) (60歳代女) (70歳代男)

岡山大 北海道大 東京女子医大 土谷総合

(20歳代男) (40歳代男) (40歳代女) (50歳代女)

岡山大 岡山大 兵庫医大 大阪医大

(10歳未満女) (50歳代女) (60歳代女) (40歳代女)

国立循環器病C 京都大 筑波大 水戸MC

(30歳代女) (50歳代男) (50歳代男) (40歳代女)

東京大 東北大 神戸大 千葉東 近江八幡MC

(40歳代男) (60歳代男) (40歳代女) (40歳代女) (60歳代男)

東京大 熊本大 国立成育MC 大阪大 虎の門分院

(10歳代男) (20歳代女) (10歳未満男) (40歳代女) (40歳代男)

国立循環器病C 岡山大 京都大 北海道大 藤田保健衛生大 市立釧路

(40歳代男) (40歳代男) (50歳代男) (30歳代女) (40歳代女) (40歳代男)

大阪大 広島大 東京女子医大

(50歳代男) (50歳代男) (40歳代男)

岡山大 信州大 藤田保健衛生大 金沢大 金沢医大

(60歳代男) (50歳代男) (50歳代女) (50歳代男) (50歳代女)

岩手医大 藤田保健衛生大 JCHO中京

(40歳代男) (40歳代男) (10歳代女)

国立循環器病C 長崎大 熊本大 名古屋第二日赤 熊本大

（30歳代男） （50歳代女） （30歳代女） （40歳代女） （40歳代女）

国立循環器病C 九州大 九州大

（50歳代男） （40歳代男） （40歳代女）

東京大 長崎大 慶應大 九州大 沖縄県立中部

（50歳代男） （50歳代男） （30歳代男） （50歳代男） （40歳代男）

東京女子医大 東北大 国立成育MC 名古屋大 東京女子医大 東邦大MC大森

(20歳代男) (30歳代男) (10歳未満男) (50歳代女) (10歳代男) (10歳未満女)

国立循環器病C 京都大 九州大 岡山MC 岡山MC

(20歳代女) (40歳代女) (30歳代男) (40歳代男) (60歳代男)

大阪大 豊橋市民

(40歳代女) (50歳代男)

国立循環器病C 岡山大 名古屋大 東京女子医大 北里大

(40歳代男) (50歳代男) (40歳代男) (40歳代男) (50歳代女)

東北大 東京大 北海道大 東京女子医大

(30歳代男) (30歳代男) (60歳代女) (60歳代男)

九州大 東北大 名古屋大 九州大 名古屋大

(60歳代男) (40歳代女) (60歳代男) (50歳代男) (50歳代男)

東京大 京都大 京都大 藤田保健衛生大 岡山MC

(30歳代女) (30歳代女) (40歳代女) (30歳代女) (10歳代男)

岡山大 大阪市立総合MC 近畿大

(50歳代女) (10歳代女) (30歳代男)

北海道大 福岡大 京都大 広島大 東京女子医大 東京女子医大

(40歳代男) (50歳代男) (30歳代男) (60歳代女) (50歳代男) (50歳代男)

東京大 京都大 大阪大 済生会栗橋

(50歳代男) (50歳代男) (40歳代女) (30歳代男)

日赤和歌山MC 和歌山県立医大

(60歳代男) (50歳代女)

東京大 岡山大 三重大 市立四日市

(40歳代男) (20歳代男) (50歳代女) (50歳代女)

東京大 岡山大 長崎大 千葉東 東海大

(30歳代男) (50歳代女) (60歳代男) (50歳代男) (10歳代男)

東京大 京都大 長崎大 藤田保健衛生大 名古屋第二日赤

(40歳代女) (30歳代女) (60歳代女) (50歳代女) (40歳代女)

東京大 東北大 東京女子医大 東北大 千葉東

(40歳代男) (20歳代男) (40歳代男) (50歳代女) (30歳代女)

東京大

(30歳代女)

大阪大 大阪大 京都大 獨協医大 福島県立医大

(40歳代女) (30歳代女) (50歳代男) (50歳代女) (30歳代男)

大阪大 名古屋大 東京女子医大 都立小児総合MC

(30歳代男) (40歳代男) (50歳代女) (10歳代男)

大阪大 岡山大 藤田保健衛生大 鹿児島大

（50歳代男） （50歳代男） (30歳代男） （10歳代男）

愛媛大 東京女子医大 東京女子医大

（50歳代男） (10歳未満男) (10歳未満女)

岡山大 岡山MC 岡山大

（20歳代女） （50歳代女） （50歳代男）

京都大 京都大 東京女子医大 大阪大

（60歳代男） （30歳代女） （40歳代女） （50歳代男）

東京女子医大 京都大 福岡大 北海道大

(40歳代男) (50歳代男) (60歳代男) (60歳代男)

東京大 京都大 京都大 京都府立医大

(30歳代男) (10歳未満女） (40歳代男） （60歳代男）

大阪大 京都大 慶應大 藤田保健衛生大 神戸大 兵庫県立西宮

（10歳代女） （50歳代女） （40歳代女） （40歳代男） (50歳代女） （60歳代男）

九州大 札幌北楡 市立札幌

（40歳代男） (60歳代男） (30歳代女）

大阪大 長崎大 北海道大 米子MC 島根大

(40歳代男) (50歳代男) (60歳代男) (40歳代男) (30歳代男)

東京大 国立成育MC 千葉東

(10歳未満男) (10歳未満女) (30歳代女)

東京大 京都大 信州大 東京女子医大 市立札幌

(10歳代女) (10歳代女) (20歳代女) （40歳代女） (60歳代男)

東北大 京都府立医大 京都大

(40歳代女) (60歳代女) (10歳未満女)

国立循環器病C 岡山大 北海道大 市立札幌

（30歳代男） （60歳代男） （60歳代男） （60歳代女）

国立循環器病C 東北大 広島大 東京女子医大 静岡県立総合

（30歳代男） （40歳代女） （60歳代女） （50歳代男） （50歳代男）
2015年11月3日 東海地方の病院 成人 ×

2015年10月29日 中村記念病院 50歳代男 ○

2015年10月20日 北海道内の病院 成人男 ×

2015年10月17日 北海道大学病院 40歳代女 ○

2015年10月13日 千葉県内の病院
6歳未満

男
×

2015年10月12日 四国地方の病院 50歳代男 ○

2015年9月25日 北海道大学病院 60歳代男 ×

2015年9月22日
神戸市立医療センター
中央市民病院

50歳代女 ○

2015年9月19日 京都大学医学部附属病院 30歳代女 ○

2015年8月27日 名古屋第二赤十字病院 30歳代男 ×

2015年8月21日 大阪府内の病院 40歳代女 ×

2015年8月21日 岡山赤十字病院 成人女 ○

2015年8月20日
東京医科大学
八王子医療センター

60歳代男 ×

2015年8月19日 鹿児島市立病院 60歳代男 ×

2015年7月27日 帝京大学医学部附属病院 20歳代男 ○

2015年7月10日
福島県立医科大学
附属病院

40歳代女 ○

2015年7月9日 石川県内の病院 50歳代女 ○

2015年7月4日 君津中央病院 30歳代男 ○

2015年6月15日 名古屋第二赤十字病院 50歳代男 ○

2015年6月3日 千葉大学医学部附属病院 50歳代女 ○

2015年5月31日 伊勢赤十字病院 40歳代男 ×

2015年5月15日 近畿地方の病院 60歳代男 ×

2015年5月10日 獨協医科大学越谷病院 30歳代男 ×

2015年5月5日 日本赤十字社医療センター 40歳代男 ○

2015年5月5日 大阪警察病院 50歳代男 ○

2015年5月2日 倉敷中央病院 40歳代女 ×

2015年4月18日 名古屋第二赤十字病院
10歳代
(18歳以

上)
×

2015年4月14日
東京医科大学
八王子医療センター

20歳代男 ×

2015年4月4日 神奈川県内の病院 成人男 ×

2015年3月21日 豊橋市民病院 20歳代男 ×

2015年3月19日 津山中央病院 50歳代女 ×

2015年3月19日 日本赤十字社医療センター 40歳代男 ×

2015年3月8日 沖縄県立中部病院 30歳代男 ○

2015年3月5日 大津赤十字病院 10歳代男 ×

2015年3月4日
国立病院機構
熊本医療センター

20歳代男 ×

2015年3月2日 愛知医科大学病院 50歳代女 ○

2015年2月25日 石川県立中央病院 50歳代女 ○

2015年2月21日
関西医科大学附属
滝井病院

40歳代男 ×

2015年2月18日 北海道大学病院 20歳代男 ×

2015年2月6日
横浜市立大学附属
市民総合医療センター

20歳代女 ○

2015年1月28日 済生会滋賀県病院 40歳代男 ○

2015年1月22日
筑波大学附属病院
水戸地域医療教育センター総合病院

水戸協同病院
40歳代女 ×

2015年1月14日 大阪大学医学部附属病院
6歳未満

女
×

2015年1月12日 中国地方の病院 20歳代男 ○

2015年1月10日 近畿地方の病院 成人女 ×

2015年1月10日 中村記念病院 60歳代女 ○

2015年1月2日 聖マリア病院 60歳代男 ×

2014年12月26日 愛媛県内の病院 20歳代男 ×

2014年12月24日 栃木県済生会宇都宮病院 60歳代男 ○

欠番（法的脳死判定終了後臓器提供に至らなかった事例を数に含めておりませんでしたが、当社団の脳死臓器提供事例数と厚生労働省の検証事例数にずれが生じていたため、300例を欠番として揃えることとしました(2014年12月23日））
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脳死下での臓器提供事例
提供年月日 提供病院 提供者 心臓 心肺同時 両肺 肺（右） 肺（左） 肝臓 肝臓（分割） 肝腎同時 膵臓 膵腎同時 腎臓（右） 腎臓（左） 小腸 計 眼球

2016年12月31日現在
MC：医療センター、C：センター

九州大 岩手医大 北海道大 JCHO中京

(50歳代男) (60歳代男) (30歳代男) （40歳代男）

東京大 福岡大 九州大 神戸大 群馬大

(20歳代男) (30歳代女) (50歳代女) (50歳代女) (10歳代男)

国立循環器病C 慶應大 藤田保健衛生大 三重大 市立四日市

（30歳代男） (40歳代男) （40歳代女） （50歳代男） （30歳代男）

東京大 岡山大 京都大 大阪大 県立宮崎

（10歳代男） （10歳代女） （10歳代女） （40歳代女） （60歳代女）

東京大 京都大 福岡大 国立成育MC 九州大

（50歳代男） （50歳代男） (60歳代男) （10歳未満男） （30歳代女）

大阪大 京都大 岡山大 神戸大 東京女子医大 国際医療福祉大熱海

（20歳代男） （60歳代男） (50歳代男） （50歳代女） （40歳代女） （40歳代男）

国立循環器病C 福岡大 京都大 国立成育MC 慶應大 名古屋第二日赤 兵庫県立西宮

（50歳代男） （10歳代女） （50歳代男） （10歳未満男） （20歳代男） （50歳代女） （50歳代男）

東北大 国立成育MC 藤田保健衛生大 岡崎市民

（10歳代男） （10歳未満女） （60歳代男） （50歳代女）

九州大 東北大 九州大 千葉東 徳山中央

（30歳代男） （30歳代男） （50歳代女） （40歳代女） （40歳代男）

東京女子医大 東北大 藤田保健衛生大 大阪府立総合MC

（40歳代男） （60歳代女） （30歳代男） （50歳代男）

東京大 大阪大 京都大 東京女子医大 虎の門分院

（30歳代女） （30歳代女） （50歳代女） （60歳代女） （40歳代男）

国立循環器病C 京都大 慶應大 東京女子医大 米子MC

(30歳代男) (40歳代女) (20歳代男) (30歳代女) (40歳代男)

大阪大 九州大 東京女子医大 名古屋第二日赤

(50歳代女) (10歳代男) (40歳代男) (60歳代男)

京都大 東京女子医大

(60歳代男) (10歳代女)

東京大 大阪大 名古屋大 東京女子医大 八戸市民

(50歳代男) (10歳未満男) (60歳代男) (30歳代女) (40歳代男)

大阪大 国立成育MC 名古屋第二日赤 長崎医療センター

(40歳代男) (10歳代男) (50歳代女) (60歳代男)

岡山大 国立成育MC 静岡県立総合

(10歳未満男) (10歳未満女) (40歳代男)

国立循環器病C 広島大 東京女子医大 東京医大八王子MC

(50歳代男) (40歳代男) (60歳代女) (40歳代男)

東京女子医大 東北大 長崎大 大阪大 静岡県立総合

(40歳代男) (50歳代男) (40歳代男) (40歳代女) (40歳代男)

国立循環器病C 岡山大 県立広島 広島大

(50歳代男) (40歳代女) (60歳代女) (40歳代男)

国立循環器病C 東京大 岩手医大 熊本赤十字 熊本赤十字

(50歳代男) (50歳代男) (40歳代男) (60歳代女) (50歳代男)

国立循環器病C 東京大 北海道大 福島県立医大 山形大

(60歳代男) (40歳代女) (50歳代男) (40歳代男) (50歳代男)

東京大 京都大 広島大 名古屋第二日赤 自治医大

(40歳代男) (40歳代男) (40歳代女) (40歳代男) (50歳代女)

東京大 獨協医大 愛媛大 広島大 大阪市大

(20歳代男) (40歳代男) (50歳代女) (30歳代女) (40歳代女)

国立循環器病C 岡山大 慶應大 藤田保健衛生大 北里大 虎の門分院

(10歳未満女) (10歳未満女) (40歳代男) (30歳代男) (50歳代男) (40歳代女)

国立循環器病C 東北大 東京女子医大 千葉東 JCHO中京

(20歳代男) (50歳代男) (40歳代女) (40歳代女) (40歳代男)

九州大 京都大 藤田保健衛生大 東海大

(40歳代男) (50歳代男) (40歳代女) (40歳代男)

埼玉医大国際MC 岡山大 京都大 九州大 東京女子医大 東京医大八王子MC

(40歳代男) (40歳代男) (40歳代男) (40歳代男) (40歳代男) (50歳代男)

大阪大 東北大 京都大 北海道大 藤田保健衛生大 新潟大

(30歳代男) (30歳代女) (50歳代女) (50歳代女) (40歳代男) (50歳代男)

大阪大 自治医大 金沢大 東京女子医大 都立小児総合MC

(20歳代男) (10歳未満男) (30歳代女) (50歳代女) (10歳代女)

京都大 長崎大 福井大

(40歳代女) (60歳代男) (50歳代女)

東北大 九州大 大阪大 大阪大

(30歳代男) (30歳代男) (40歳代女) (50歳代女)

国立循環器病C 岡山大 北海道大 東京女子医大 高知MC

(40歳代女) (20歳代男) (40歳代女) (40歳代男) (60歳代女)

東京大 九州大 新潟大 近畿大

(40歳代男) (50歳代女) (40歳代女) (50歳代男)

九州大 京都大 東京大

(30歳代男) (40歳代男) (20歳代男)

京都大 長崎大 北海道大 藤田保健衛生大 虎の門分院

（50歳代男） （60歳代男） （40歳代男） （40歳代女） （60歳代男）

国立循環器病C 京都大 九州大 広島大 県立宮崎

（50歳代男） （20歳代女） （20歳代女） （40歳代女） （40歳代男）

東北大 東京女子医大 市立旭川 市立札幌

（50歳代女） （40歳代女） （50歳代男） （60歳代女）

東京大 岡山大 長崎大 広島大 静岡県立総合

（20歳代男） （60歳代男） （60歳代男） （40歳代男） （60歳代男）

東京大 札幌北楡 市立札幌

（20歳代女） （30歳代女） （40歳代男）

大阪大 京都大 名古屋大 新潟大 名古屋第二日赤

（30歳代男） （30歳代男） （40歳代男） （40歳代女） （60歳代男）

長崎大 九州大 九州大 長崎医療センター

（60歳代男） （30歳代男） （10歳未満男） （50歳代女）

神戸大 藤田保健衛生大 自治医大

（40歳代男） （40歳代女） （50歳代男）

国立循環器病C 京都大 筑波大 水戸医療センター

（50歳代女） （30歳代女） （50歳代女） （50歳代女）

東京大 岡山大 岩手医大 兵庫県立西宮

（20歳代男） (40歳代男) (60歳代女) (50歳代男)

大阪大 岡山大 名古屋大 東京女子医大 東京女子医大

（40歳代男） （60歳代男） （50歳代男） （50歳代女） （60歳代女）

大阪大 東北大 京都大 東京大 神戸大 奈良県立医大 大阪大

（60歳代女） （60歳代男） （50歳代男） （40歳代女） （40歳代女） （60歳代女） （10歳代男）

東京大 福岡大 京都大 京都大 福島県立医大 佐賀大

（50歳代女） （50歳代男） （40歳代男） （50歳代女） （50歳代男） （10歳代女）

国立循環器病C 北海道大 九州大 東京女子医大

（30歳代男） （40歳代男） （50歳代男） （60歳代男）

東京女子医大

（50歳代男）
2016年8月21日 栃木県済生会宇都宮病院 成人男 ×

2016年8月20日 関東地方の病院 成人男 ×

2016年8月19日 九州地方の病院 30歳代男 ○

2016年8月18日 近畿地方の病院 20歳代男 ○

2016年8月18日
東京医科大学
八王子医療センター

60歳代男 ○

2016年8月13日 兵庫医科大学病院 30歳代男 ○

2016年8月5日 筑波大学附属病院 30歳代男 ×

2016年8月4日 自治医科大学附属病院 60歳代女 ×

2016年8月1日 長崎大学病院 40歳代男 ×

2016年7月27日 藤田保健衛生大学病院 40歳代男 ○

2016年7月22日 中村記念病院 60歳代女 ×

2016年7月17日 焼津市立総合病院 20歳代男 ○

2016年7月16日 市立札幌病院 60歳代女 ×

2016年7月11日 都城市郡医師会病院 20歳代男 ○

2016年7月7日 神奈川県内の病院 40歳代女 ×

2016年6月21日 大阪大学医学部附属病院 30歳代男 ×

2016年6月17日
関西医科大学
総合医療センター

30歳代男 ×

2016年6月7日 高知県内の病院 30歳代男 ○

2016年6月5日 大阪府内の病院 30歳代男 ×

2016年6月5日 福井赤十字病院 50歳代男 ○

2016年6月3日
日本赤十字社
長岡赤十字病院

40歳代男 ○

2016年5月24日
富士重工業健康保険組合
太田記念病院

50歳代女 ×

2016年5月18日 日本赤十字社医療センター 30歳代男 ○

2016年4月29日
横浜市立大学附属
市民総合医療センター

40歳代男 ×

2016年4月24日 岡崎市民病院 40歳代男 ×

2016年4月23日 神奈川県内の病院
6歳未満

女
×

2016年4月17日
関西医科大学附属
滝井病院

40歳代男 ○

2016年4月14日 栃木県済生会宇都宮病院 40歳代男 ×

2016年4月10日 山形県立中央病院 60歳代女 ○

2016年3月20日
国立病院機構
熊本医療センター

50歳代男 ×

2016年3月12日 広島県内の病院 50歳代男 ×

2016年3月10日 東海地方の病院 成人女 ×

2016年3月7日 栃木県済生会宇都宮病院 60歳代女 ×

2016年2月25日 東海地方の病院
6歳未満

女
×

2016年1月28日 佐世保市立総合病院 30歳代男 ×

2016年1月16日 八戸市立市民病院 成人男 ○

2016年1月15日 帝京大学医学部附属病院 60歳代女 ×

2016年1月9日 伊勢赤十字病院
15歳以上
18歳未満

男
○

2016年1月7日 中国四国地方の病院 成人 ×

2015年12月23日 東海大学医学部付属病院 60歳代女 ○

2015年12月23日 済生会滋賀県病院 40歳代女 ×

2015年12月23日
独立行政法人地域医療機能推

進機構　徳山中央病院
20歳代男 ○

2015年12月18日 金沢医科大学病院
6歳以上
10歳未満

男
×

2015年12月16日 兵庫県災害医療センター 50歳代男 ×

2015年12月13日 静岡県内の病院 30歳代男 ×

2015年12月2日 九州地方の病院 40歳代男 ○

2015年11月30日 都城市郡医師会病院
10歳以上
15歳未満

男
×

2015年11月14日 東海地方の病院 成人男 ×

2015年11月7日 前橋赤十字病院 30歳代男 ○

2015年11月5日 愛知県内の病院 20歳代女 ×

公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
臓器提供・移植データブック　2017

− 738 −



脳死下での臓器提供事例
提供年月日 提供病院 提供者 心臓 心肺同時 両肺 肺（右） 肺（左） 肝臓 肝臓（分割） 肝腎同時 膵臓 膵腎同時 腎臓（右） 腎臓（左） 小腸 計 眼球

2016年12月31日現在
MC：医療センター、C：センター

大阪大 福岡大 岡山大 京都大 京都大 京都大

（30歳代男） （50歳代男） （40歳代女） （40歳代女） （50歳代男） （70歳代女）

国立循環器病C 長崎大 九州大 大阪大 兵庫医大

（30歳代女） （30歳代女） （40歳代女） （50歳代女） （30歳代女）

国立循環器病C 信州大 京都府立医大 北里大

（50歳代男） （40歳代女） （40歳代女） （50歳代男）

東京大 九州大 京都大 京都府立医大 京都府立医大

（40歳代男） （60歳代男） （40歳代女） （50歳代女） （50歳代女）

大阪大 市立札幌 札幌北楡

（30歳代女） （60歳代女） （60歳代男）

東京女子医大 福岡大 大阪市大 大阪市立総合MC

（40歳代男） （40歳代男） （50歳代女） （60歳代男）

東京大 京都府立医大 大阪大 東京女子医大

（30歳代女） （40歳代女） （40歳代男） （10歳未満女）

国立循環器病C 獨協医大

（50歳代男） （40歳代男）

国立循環器病C 東北大 国立成育MC 九州大 東京女子医大 国際医療福祉大熱海

（50歳代男） （20歳代男） (10歳未満男） （50歳代男） (30歳代女） (50歳代男）

大阪大 岡山大 東北大 JCHO仙台

（40歳代女） (50歳代女） (30歳代男） （60歳代男）

九州大 東京女子医大

（20歳代女） （20歳代女）

国立循環器病C 岡山大 福岡大 名古屋大 県立広島 愛媛県立中央

（60歳代女） （50歳代女） （50歳代女） （20歳代女） （50歳代男） （40歳代男）

東京大 京都大 名古屋大 香川大 東京女子医大

（20歳代男） （40歳代女） （50歳代女） （40歳代女） （10歳代男）

大阪大 京都大 九州大 東京女子医大 静岡県立総合

（50歳代男） （50歳代男） （30歳代男） （40歳代女） （50歳代女）

国立循環器病C 北海道大 九州大 群馬大

（50歳代男） （50歳代男） （40歳代女） （20歳代男）

大阪大 国立成育MC 東京女子医大 熊本赤十字

（40歳代男） （10歳代男） （40歳代女） （60歳代女）

国立循環器病C 京都大 広島大 長崎大 長崎大

（40歳歳代男） （40歳歳代女） （50歳代女） （50歳代男） （40歳代女）

大阪大

（50歳代男）

北海道大 京都大 大阪大 慶應大 東京女子医大 北海道大

（40歳代男） （50歳代男） （50歳代男） （10歳代男） （40歳代女） （50歳代女）

大阪大 東北大 京都大 名古屋大 東京女子医大 東京大

（60歳代男） （20歳代男） （10歳代男） （40歳代男） （10歳未満女） （60歳代女）

東京大 慶應大 京都大 北里大

（40歳代男） （20歳代男） （40歳代女） （10歳代男）

国立循環器病C 千葉大 九州大 東京女子医大 千葉東

（60歳代女） （20歳代女） （50歳代女） （40歳代女） （30歳代男）

兵庫県立西宮 兵庫医大

（40歳代女） （40歳代男）

国立循環器病C 慶應大 名古屋第二日赤 藤田保健衛生大

（40歳代男） （40歳代女） （60歳代女） （40歳代女）

岩手医大 群馬大 都立小児総合MC

（50歳代男） （10歳代女） （10歳代女）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　移植件数

2016年12月30日
新潟県地域医療推進機構
魚沼基幹病院

50歳代男 〇

2016年12月23日 藤田保健衛生大学病院 50歳代男 〇

2016年12月17日
日本赤十字社
神戸赤十字病院

50歳代男 〇

2016年12月16日 千葉大学医学部附属病院 50歳代女 〇

2016年12月9日
富士重工業健康保険組合
太田記念病院

40歳代女 ×

2016年12月1日 千葉大学医学部附属病院 50歳代男 〇

2016年12月1日 北海道大学病院 40歳代男 ×

2016年11月27日 大阪府内の病院 40歳代男 〇

2016年11月15日 長崎大学病院 60歳代男 ×

2016年11月13日
国立病院機構
熊本医療センター

30歳代男 ×

2016年11月7日 前橋赤十字病院 40歳代男 〇

2016年11月5日 聖隷浜松病院 20歳代男 ×

2016年11月2日 日本赤十字社医療センター 30歳代女 ×

2016年10月25日 福山市民病院 60歳代女 ○

2016年10月7日 鹿児島市立病院 50歳代女 ×

2016年10月4日 東北大学病院 60歳代男 ○

2016年10月2日 静岡県内の病院 30歳代男 ×

2016年10月2日
福岡県済生会福岡
総合病院

30歳代男 ○

2016年9月25日 日本医科大学付属病院 30歳代女 ×

2016年9月24日 大阪警察病院 50歳代男 ○

2016年9月14日 市立函館病院 50歳代女 ○

2016年9月4日 京都府内の病院 40歳代男 ×

2016年9月4日 栃木県済生会宇都宮病院 成人女 ×

2016年9月1日 兵庫県内の病院 30歳代男 ×

2016年8月29日 京都きづ川病院 50歳代男 ×
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移植施設一覧 2018年2月7日現在

心臓移植施設（10施設）
会員番号 種類 施設名 〒 住所

心臓 国立研究開発法人　国立循環器病研究センター 大阪府吹田市藤白台5-7-1　　

心臓 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘2-15　　

心臓 東京女子医科大学病院 東京都新宿区河田町8-1　　

心臓 国立大学法人　東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷7-3-1　　

心臓 国立大学法人　東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1　　

心臓 国立大学法人　九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出3-1-1　　

心臓 国立大学法人　北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目

心臓 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県日高市山根1397-1

心臓 国立大学法人　岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号

心臓 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65　　

肺移植施設（10施設）
会員番号 種類 施設名 〒 住所

肺 国立大学法人　岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号

肺 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地　　

肺 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘2-15　　

肺 国立大学法人　東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1　　

肺 国立研究開発法人　国立循環器病研究センター 大阪府吹田市藤白台5-7-1　　

肺 獨協医科大学病院 栃木県下都賀郡壬生町北小林880　　

肺 福岡大学病院 福岡県福岡市城南区七隈7-45-1　

肺 長崎大学病院 長崎県長崎市坂本1-7-1　　

肺 千葉大学医学部附属病院 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1　　

肺 国立大学法人　東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷7-3-1　　

小腸移植施設（12施設）
会員番号 種類 施設名 〒 住所

小腸 国立大学法人　北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目　　

小腸 国立大学法人　東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1　　

小腸 慶應義塾大学病院 東京都新宿区信濃町35　　

小腸 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65　　

小腸 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地　　

小腸 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘2-15　　

小腸 国立大学法人　九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出3-1-1　　

小腸 国立大学法人　岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号

小腸 旭川医科大学病院 北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号

小腸 自治医科大学附属病院 栃木県下野市薬師寺3311番地の1

小腸 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 東京都世田谷区大蔵2-10-1

小腸 国立大学法人　熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番地1号
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肝臓移植施設（25施設）
会員番号 種類 施設名 〒 住所

肝臓 国立大学法人　信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭3-1-1　　

肝臓 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地　

肝臓 国立大学法人　東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1　　

肝臓 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65　　

肝臓 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘2-15　　

肝臓 国立大学法人　岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号

肝臓 国立大学法人　九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出3-1-1　　

肝臓 国立大学法人　北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目　　

肝臓 国立大学法人　東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷7-3-1　　

肝臓 慶應義塾大学病院 東京都新宿区信濃町35　　

肝臓 国立大学法人　広島大学病院 広島県広島市南区霞1-2-3　　

肝臓 長崎大学病院 長崎県長崎市坂本1-7-1　　

肝臓 自治医科大学附属病院 栃木県下野市薬師寺3311番地の1

肝臓 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 東京都世田谷区大蔵2-10-1

肝臓 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都文京区本郷3丁目1番3号

肝臓 金沢大学附属病院 石川県金沢市宝町13番1号

肝臓 国立大学法人　三重大学医学部附属病院 三重県津市江戸橋2丁目174番地

肝臓 京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465

肝臓 国立大学法人　神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2

肝臓 国立大学法人　熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番地1号

肝臓 岩手医科大学附属病院 岩手県盛岡市内丸19番1号

肝臓 千葉大学医学部附属病院 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1　　

肝臓 東京女子医科大学病院 東京都新宿区河田町8-1

肝臓 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川

肝臓 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘1　　

膵臓移植施設（18施設）
会員番号 種類 施設名 〒 住所

膵臓 国立大学法人　北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目　　

膵臓 国立大学法人　東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1　　

膵臓 東京女子医科大学病院 東京都新宿区河田町8-1　　

膵臓 名古屋第二赤十字病院 愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9　　

膵臓 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘2-15　

膵臓 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘1　　

膵臓 国立大学法人　神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2　　

膵臓 国立大学法人　広島大学病院 広島県広島市南区霞1-2-3　

膵臓 国立大学法人　九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出3-1-1　　

膵臓 京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町広小路上ル梶井町465　

膵臓 独立行政法人国立病院機構　千葉東病院 千葉県千葉市中央区仁戸名町673　　

膵臓 東京医科大学八王子医療センター 東京都八王子市館町1163　　

膵臓 新潟大学医歯学総合病院 新潟県新潟市中央区旭町通一番町754　

膵臓 藤田保健衛生大学病院 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98

膵臓 香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1　

膵臓 獨協医科大学病院 栃木県下都賀郡壬生町北小林880

膵臓 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地

膵臓 長崎大学病院 長崎県長崎市坂本1-7-1　　
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肝臓移植施設（25施設）
会員番号 種類 施設名 〒 住所

肝臓 国立大学法人　信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭3-1-1　　

肝臓 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地　

肝臓 国立大学法人　東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1　　

肝臓 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65　　

肝臓 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘2-15　　

肝臓 国立大学法人　岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号

肝臓 国立大学法人　九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出3-1-1　　

肝臓 国立大学法人　北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目　　

肝臓 国立大学法人　東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷7-3-1　　

肝臓 慶應義塾大学病院 東京都新宿区信濃町35　　

肝臓 国立大学法人　広島大学病院 広島県広島市南区霞1-2-3　　

肝臓 長崎大学病院 長崎県長崎市坂本1-7-1　　

肝臓 自治医科大学附属病院 栃木県下野市薬師寺3311番地の1

肝臓 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 東京都世田谷区大蔵2-10-1

肝臓 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都文京区本郷3丁目1番3号

肝臓 金沢大学附属病院 石川県金沢市宝町13番1号

肝臓 国立大学法人　三重大学医学部附属病院 三重県津市江戸橋2丁目174番地

肝臓 京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465

肝臓 国立大学法人　神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2

肝臓 国立大学法人　熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番地1号

肝臓 岩手医科大学附属病院 岩手県盛岡市内丸19番1号

肝臓 千葉大学医学部附属病院 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1　　

肝臓 東京女子医科大学病院 東京都新宿区河田町8-1

肝臓 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川

肝臓 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘1　　

膵臓移植施設（18施設）
会員番号 種類 施設名 〒 住所

膵臓 国立大学法人　北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目　　

膵臓 国立大学法人　東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1　　

膵臓 東京女子医科大学病院 東京都新宿区河田町8-1　　

膵臓 名古屋第二赤十字病院 愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9　　

膵臓 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘2-15　

膵臓 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘1　　

膵臓 国立大学法人　神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2　　

膵臓 国立大学法人　広島大学病院 広島県広島市南区霞1-2-3　

膵臓 国立大学法人　九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出3-1-1　　

膵臓 京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町広小路上ル梶井町465　

膵臓 独立行政法人国立病院機構　千葉東病院 千葉県千葉市中央区仁戸名町673　　

膵臓 東京医科大学八王子医療センター 東京都八王子市館町1163　　

膵臓 新潟大学医歯学総合病院 新潟県新潟市中央区旭町通一番町754　

膵臓 藤田保健衛生大学病院 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98

膵臓 香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1　

膵臓 獨協医科大学病院 栃木県下都賀郡壬生町北小林880

膵臓 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地

膵臓 長崎大学病院 長崎県長崎市坂本1-7-1　　
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腎臓移植施設（134施設）
会員番号 種類 施設名 〒 住所

腎臓 市立札幌病院 北海道札幌市中央区北11条西13-1-1　　　

腎臓 市立釧路総合病院 北海道釧路市春湖台1-12　　

腎臓 社会医療法人北楡会　札幌北楡病院 北海道札幌市白石区東札幌6条6-5-1　　

腎臓 市立旭川病院 北海道旭川市金星町1-1-65　　

腎臓 国立大学法人　北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目　

腎臓 札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南一条西16丁目291　

腎臓 砂川市立病院 北海道砂川市西4条北3丁目1-1

腎臓 八戸市立市民病院 青森県八戸市大字田向字毘沙門平1　　

腎臓 公益財団法人　鷹揚郷腎研究所 弘前病院 青森県弘前市大字小沢字山崎90　　

腎臓 国立大学法人　東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1　　

腎臓 独立行政法人地域医療機能推進機構　仙台病院 宮城県仙台市青葉区堤町3-16-1　　　

腎臓 国立大学法人　秋田大学医学部附属病院 秋田県秋田市広面字蓮沼44番2　　

腎臓 岩手医科大学附属病院 岩手県盛岡市内丸19番１号　　　

腎臓 山形大学医学部附属病院 山形県山形市飯田西2-2-2　　

腎臓 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘1　　

腎臓 弘前大学医学部附属病院 青森県弘前市大字本町53

腎臓 国立大学法人　筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2-1-1　　

腎臓 自治医科大学附属病院 栃木県下野市薬師寺3311番地の1　　

腎臓 獨協医科大学病院 栃木県下都賀郡壬生町北小林880　　

腎臓 群馬大学医学部附属病院 群馬県前橋市昭和町3-39-15　

腎臓 富岡地域医療事務組合　公立富岡総合病院 群馬県富岡市富岡2073-1　　

腎臓 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合　太田記念病院 群馬県太田市大島町455番1号　　

腎臓 社会福祉法人恩賜財団済生会　埼玉県済生会栗橋病院 埼玉県久喜市小石衛門714-6

腎臓 独立行政法人国立病院機構　千葉東病院 千葉県千葉市中央区仁戸名町673　　

腎臓 千葉大学医学部附属病院 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1　　

腎臓 国立大学法人　東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷7-3-1　　

腎臓 東京女子医科大学病院 東京都新宿区河田町8-1　

腎臓 昭和大学病院 東京都品川区旗の台1-5-8　　

腎臓 東邦大学医療センター大森病院 東京都大田区大森西6-11-1　　

腎臓 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 東京都世田谷区大蔵2-10-1　　

腎臓 東京医科大学八王子医療センター 東京都八王子市館町1163　　

腎臓 公立大学法人　横浜市立大学附属病院 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9　　

腎臓 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院分院 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷1-3-1　　

腎臓 山梨大学医学部附属病院 山梨県中央市下河東1110　　

腎臓 長野赤十字病院 長野県長野市大字若里5-22-1　　

腎臓 新潟大学医歯学総合病院 新潟県新潟市中央区旭町通一番町754　

腎臓 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院 新潟県長岡市上条町字谷内561-1

腎臓 東海大学医学部付属病院 神奈川県伊勢原市下糟屋143

腎臓 防衛医科大学校病院 埼玉県所沢市並木3-2　　

腎臓 慶應義塾大学病院 東京都新宿区信濃町35　　

腎臓 北里大学病院 神奈川県相模原市南区北里1-15-1　　

腎臓 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県川越市鴨田1981

腎臓 国立大学法人　信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭3-1-1　

腎臓 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1　　

腎臓 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57　　

腎臓 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 東京都港区虎ノ門2-2-2　　

腎臓 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280　　

腎臓 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県日高市山根1397-1　　

腎臓 板橋中央総合病院 東京都板橋区小豆沢2丁目12番7号

腎臓 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院 埼玉県戸田市本町1-19-3
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会員番号 種類 施設名 〒 住所

腎臓 東京都立小児総合医療センター 東京都府中市武蔵台2-8-29

腎臓 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 神奈川県鎌倉市岡本1370-1

腎臓 医療法人社団日高会　日高病院 群馬県高崎市中尾町886

腎臓 東京歯科大学市川総合病院 千葉県市川市菅野5-11-13

腎臓 東京女子医科大学附属八千代医療センター 千葉県八千代市大和田新田477-96

腎臓 金沢医科大学病院 石川県河北郡内灘町大学1-1　　

腎臓 豊橋市民病院 愛知県豊橋市青竹町字八間西50　　

腎臓 国立大学法人　岐阜大学医学部附属病院 岐阜県岐阜市柳戸1-1　　

腎臓 地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立総合病院 静岡県静岡市葵区北安東4-27-1　

腎臓 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院 愛知県名古屋市南区三条1-1-10　　

腎臓 名古屋第二赤十字病院 愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9　　

腎臓 小牧市民病院 愛知県小牧市常普請1-20　　

腎臓 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65　　

腎臓 岡崎市民病院 愛知県岡崎市高隆寺町字五所合3-1　　

腎臓 藤田保健衛生大学病院 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98　

腎臓 国立大学法人　三重大学医学部附属病院 三重県津市江戸橋2丁目174番地　　

腎臓 市立四日市病院 三重県四日市市芝田2-2-37　　

腎臓 国立大学法人　富山大学附属病院 富山県富山市杉谷2630　　

腎臓 福井大学医学部附属病院 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3　　

腎臓 焼津市立総合病院 静岡県焼津市道原1000　　

腎臓 金沢大学附属病院 石川県金沢市宝町13番1号　　

腎臓 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県浜松市東区半田山1-20-1　

腎臓 富山県立中央病院 富山県富山市西長江2-2-78　　

腎臓 独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター 石川県金沢市下石引町1-1　　

腎臓 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県熱海市東海岸町13-1

腎臓 愛知医科大学病院 愛知県長久手市岩作雁又1番地１

腎臓 京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465　

腎臓 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘2-15　　

腎臓 大阪医科大学附属病院 大阪府高槻市大学町2-7　　

腎臓 近畿大学医学部附属病院 大阪府大阪狭山市大野東377-2　　

腎臓 ＮＴＴ西日本　大阪病院 大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻2-6-40　　

腎臓 大阪急性期・総合医療センター 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56　

腎臓 兵庫県立西宮病院 兵庫県西宮市六湛寺町13-9　　

腎臓 公立大学法人　和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1　　

腎臓 日本赤十字社　和歌山医療センター 和歌山県和歌山市小松原通4-20　　

腎臓 大阪市立大学医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7　　

腎臓 兵庫医科大学病院 兵庫県西宮市武庫川町1-1　　

腎臓 大阪市立総合医療センター 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22　　

腎臓 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県近江八幡市土田町1379　　

腎臓 公立大学法人　奈良県立医科大学附属病院 奈良県橿原市四条町840　　

腎臓 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府与謝郡与謝野町字男山481　　

腎臓 国立大学法人　神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2　　

腎臓 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地　　

腎臓 地方独立行政法人　奈良県立病院機構　奈良県総合医療センター 奈良県奈良市平松1-30-1　

腎臓 関西医科大学附属病院 大阪府枚方市新町2丁目3-1　　

腎臓 一般財団法人　住友病院 大阪府大阪市北区中之島5-3-20　　

腎臓 独立行政法人国立病院機構　米子医療センター 鳥取県米子市車尾4-17-1　　

腎臓 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター 岡山県岡山市北区田益1711-1　　

腎臓 国立大学法人　広島大学病院 広島県広島市南区霞1-2-3　　

腎臓 国立大学法人　山口大学医学部附属病院 山口県宇部市南小串1-1-1　　

腎臓 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　山口県済生会下関総合病院 山口県下関市安岡町8-5-1　　
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腎臓 東京都立小児総合医療センター 東京都府中市武蔵台2-8-29

腎臓 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 神奈川県鎌倉市岡本1370-1

腎臓 医療法人社団日高会　日高病院 群馬県高崎市中尾町886

腎臓 東京歯科大学市川総合病院 千葉県市川市菅野5-11-13

腎臓 東京女子医科大学附属八千代医療センター 千葉県八千代市大和田新田477-96

腎臓 金沢医科大学病院 石川県河北郡内灘町大学1-1　　

腎臓 豊橋市民病院 愛知県豊橋市青竹町字八間西50　　

腎臓 国立大学法人　岐阜大学医学部附属病院 岐阜県岐阜市柳戸1-1　　

腎臓 地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立総合病院 静岡県静岡市葵区北安東4-27-1　

腎臓 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院 愛知県名古屋市南区三条1-1-10　　

腎臓 名古屋第二赤十字病院 愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9　　

腎臓 小牧市民病院 愛知県小牧市常普請1-20　　

腎臓 名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65　　

腎臓 岡崎市民病院 愛知県岡崎市高隆寺町字五所合3-1　　

腎臓 藤田保健衛生大学病院 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98　

腎臓 国立大学法人　三重大学医学部附属病院 三重県津市江戸橋2丁目174番地　　

腎臓 市立四日市病院 三重県四日市市芝田2-2-37　　

腎臓 国立大学法人　富山大学附属病院 富山県富山市杉谷2630　　

腎臓 福井大学医学部附属病院 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3　　

腎臓 焼津市立総合病院 静岡県焼津市道原1000　　

腎臓 金沢大学附属病院 石川県金沢市宝町13番1号　　

腎臓 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県浜松市東区半田山1-20-1　

腎臓 富山県立中央病院 富山県富山市西長江2-2-78　　

腎臓 独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター 石川県金沢市下石引町1-1　　

腎臓 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県熱海市東海岸町13-1

腎臓 愛知医科大学病院 愛知県長久手市岩作雁又1番地１

腎臓 京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465　

腎臓 大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘2-15　　

腎臓 大阪医科大学附属病院 大阪府高槻市大学町2-7　　

腎臓 近畿大学医学部附属病院 大阪府大阪狭山市大野東377-2　　

腎臓 ＮＴＴ西日本　大阪病院 大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻2-6-40　　

腎臓 大阪急性期・総合医療センター 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56　

腎臓 兵庫県立西宮病院 兵庫県西宮市六湛寺町13-9　　

腎臓 公立大学法人　和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1　　

腎臓 日本赤十字社　和歌山医療センター 和歌山県和歌山市小松原通4-20　　

腎臓 大阪市立大学医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7　　

腎臓 兵庫医科大学病院 兵庫県西宮市武庫川町1-1　　

腎臓 大阪市立総合医療センター 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22　　

腎臓 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県近江八幡市土田町1379　　

腎臓 公立大学法人　奈良県立医科大学附属病院 奈良県橿原市四条町840　　

腎臓 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府与謝郡与謝野町字男山481　　

腎臓 国立大学法人　神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2　　

腎臓 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地　　

腎臓 地方独立行政法人　奈良県立病院機構　奈良県総合医療センター 奈良県奈良市平松1-30-1　

腎臓 関西医科大学附属病院 大阪府枚方市新町2丁目3-1　　

腎臓 一般財団法人　住友病院 大阪府大阪市北区中之島5-3-20　　

腎臓 独立行政法人国立病院機構　米子医療センター 鳥取県米子市車尾4-17-1　　

腎臓 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター 岡山県岡山市北区田益1711-1　　

腎臓 国立大学法人　広島大学病院 広島県広島市南区霞1-2-3　　

腎臓 国立大学法人　山口大学医学部附属病院 山口県宇部市南小串1-1-1　　

腎臓 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　山口県済生会下関総合病院 山口県下関市安岡町8-5-1　　
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腎臓 社会医療法人　川島会　川島病院 徳島県徳島市北佐古一番町1-39　　

腎臓 医療法人財団博仁会　キナシ大林病院 香川県高松市鬼無町藤井435-1

腎臓 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川　　

腎臓 市立宇和島病院 愛媛県宇和島市御殿町1-1　　

腎臓 愛媛県立中央病院 愛媛県松山市春日町83　

腎臓 県立広島病院 広島県広島市南区宇品神田1-5-54　　

腎臓 高松赤十字病院 香川県高松市番町4-1-3　　

腎臓 高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター 高知県高知市池2125-1　　

腎臓 国立大学法人　岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号

腎臓 国立大学法人　徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町2-50-1　　

腎臓 独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中央病院 山口県周南市孝田町1-1　　

腎臓 香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1　　

腎臓 特定医療法人あかね会　土谷総合病院 広島県広島市中区中島町3-30

腎臓 島根大学医学部附属病院 島根県出雲市塩冶町89-1

腎臓 国立大学法人　九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出3-1-1　　

腎臓 福岡大学病院 福岡県福岡市城南区七隈7-45-1　　

腎臓 久留米大学病院 福岡県久留米市旭町67　　

腎臓 社会福祉法人恩賜財団済生会　福岡県済生会八幡総合病院 福岡県北九州市八幡東区春の町5-9-27　　

腎臓 福岡赤十字病院 福岡県福岡市南区大楠3-1-1　　

腎臓 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館 佐賀市嘉瀬町中原400番地

腎臓 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県佐賀市鍋島5-1-1　　

腎臓 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター 長崎県大村市久原2-1001-1　　

腎臓 国立大学法人　熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番地1号　　

腎臓 大分大学医学部附属病院 大分県由布市挾間町医大ヶ丘1-1　　

腎臓 沖縄県立中部病院 沖縄県うるま市宮里281　　

腎臓 琉球大学医学部附属病院 沖縄県中頭郡西原町字上原207　　

腎臓 県立宮崎病院 宮崎県宮崎市北高松町5-30　　

腎臓 長崎大学病院 長崎県長崎市坂本1-7-1　

腎臓 小倉記念病院 福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目2-1　　

腎臓 鹿児島大学病院 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1　　

腎臓 熊本赤十字病院 熊本県熊本市東区長嶺南2-1-1　

腎臓 医療法人八重瀬会　同仁病院 沖縄県浦添市城間1丁目37番12号

腎臓 友愛会　豊見城中央病院 沖縄県豊見城市上田25
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移植検査施設一覧（50施設） 2018年2月7日現在

会員番号 種類 施設名 〒 住所

検査施設 市立札幌病院 北海道札幌市中央区北11条西13-1-1　

検査施設 独立行政法人地域医療機能推進機構　仙台病院 宮城県仙台市青葉区堤町3-16-1　　

検査施設 山形県立中央病院　山形県ＨＬＡ検査センター 山形県山形市大字青柳1800　　

検査施設 独立行政法人国立病院機構　千葉東病院 千葉県千葉市中央区仁戸名町673　

検査施設 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 東京都港区虎ノ門2-2-2　　

検査施設 東京医科大学八王子医療センター 東京都八王子市館町1163　　

検査施設 東海大学医学部付属病院 神奈川県伊勢原市下糟屋143

検査施設 名古屋第二赤十字病院 愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9　　

検査施設 金沢医科大学病院 石川県河北郡内灘町大学1-1　　

検査施設 兵庫県立西宮病院　腎移植センター 兵庫県西宮市六湛寺町13-9　　

検査施設 大阪急性期・総合医療センター HLA検査室 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56　　

検査施設 福岡赤十字病院 福岡県福岡市南区大楠3-1-1　　

検査施設 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター 岡山県岡山市北区田益1711-1　　

検査施設 県立広島病院 広島県広島市南区宇品神田1-5-54　　

検査施設 公益財団法人　鷹揚郷腎研究所 弘前病院 青森県弘前市大字小沢字山崎90　　

検査施設 国立研究開発法人　国立循環器病研究センター 大阪府吹田市藤白台5-7-1　　

検査施設 愛媛県臓器移植支援センター 愛媛県松山市三番町8-234 衛生環境研究所内　　

検査施設 岩手医科大学附属病院 岩手県盛岡市内丸19番１号　　

検査施設 香川県立中央病院 香川県高松市朝日町一丁目2番1号　

検査施設 松江赤十字病院 島根県松江市母衣町200　　

検査施設 自治医科大学附属病院 栃木県下野市薬師寺3311番地の1　　

検査施設 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター 長崎県大村市久原2-1001-1　　

検査施設 東京女子医科大学病院 東京都新宿区河田町8-1　　

検査施設 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合　太田記念病院 群馬県太田市大島町455番1号　　　

検査施設 北里大学病院 神奈川県相模原市南区北里1-15-1　　　

検査施設 大分県立病院 大分県大分市大字豊饒476　　　

検査施設 県立宮崎病院 宮崎県宮崎市北高松町5-30　　

検査施設 高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター 高知県高知市池2125-1　　

検査施設 東邦大学医療センター大森病院 東京都大田区大森西6-11-1　　

検査施設 国立大学法人　筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2-1-1　　

検査施設 沖縄県立中部病院 沖縄県うるま市宮里281　

検査施設 京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町広小路上ル梶井町465　

検査施設 国立大学法人　富山大学附属病院 富山県富山市杉谷2630　　

検査施設 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院 新潟県長岡市上条町字谷内561-1

検査施設 徳島赤十字病院 徳島県小松島市小松島町井利ノ口103　

検査施設 独立行政法人国立病院機構　米子医療センター 鳥取県米子市車尾4-17-1　　

検査施設 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘1　　

検査施設 公立大学法人　横浜市立大学附属病院 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9　　

検査施設 地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立総合病院 静岡県静岡市葵区北安東4-27-1　　

検査施設 獨協医科大学病院 栃木県下都賀郡壬生町北小林880　　

検査施設 国立大学法人　山口大学医学部附属病院 山口県宇部市南小串1-1-1　

検査施設 昭和大学病院 東京都品川区旗の台1-5-8　　

検査施設 国立大学法人　秋田大学医学部附属病院 秋田県秋田市広面字蓮沼44番2

検査施設 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県川越市鴨田1981

検査施設 国立大学法人　北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目　　

検査施設 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県日高市山根1397-1　　

検査施設 国立大学法人　熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番地1号

検査施設 伊勢赤十字病院 三重県伊勢市船江一丁目471-2

検査施設 国立大学法人　岐阜大学医学部附属病院 岐阜県岐阜市柳戸1-1　　

検査施設 鹿児島大学病院 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1　　
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