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随 想

腎 移 植 に つ い て

京都府立医科大学名誉教授 愛媛県立今治病院院長 河 村 謙 二

臓器移植に関したことで何か随想を書けとの注文である.泌 尿器科専門の領域であるか

らこの方面で最も関心の深い腎移植に関連したことについての私の想い出とこれか らさき

のこれに対する期待や希望について述べてみ よう.

臓器移植のうちで現在第一線に立って研究方面でも実際臨床例でも一番進んでいるのは,

腎移植である.1965年 までに登録せ られた世界各国の腎移植手術例のアメリカの集計によ

るとその総例数は,既 に700例 を超えている.

日本においても腎移植例については,そ の登録制度が確立され,本 年か らは泌尿器科関

係の集計は一応阪大泌尿器科(故 楠教授の教室)に 集められ,外 科系一般か らの登録 と共

に総て日本移植学会に登録されることに昨年決定 し,そ の記載様式なども定められたが,

未だ完全に登録法が徹底していないので集計はでき上っていないが,既 に37～38例 が行な

われたことが判っている.

腎移植のアメリカの現在までの集計での成績をみると,一 卵性双生児間の授受では勿論

であるが,同 型血液型の血縁者間での移 植は成績が最もよい 異型血液型間および無血縁

者間の授受ではややその成績が劣ってい る.し かしそれでもその成績は逐年的に向上し,

1965年 度では手術成功率は70%以 上 となっている.

1967年 のB.B.Hi11,B.E.Dahrling,T.E.Straze,D。Rifkindら の腎107例 について

の検討では,血 縁者腎移植での死亡率は36%と 報告しているが,無 血縁者では63%,さ ら

にそれが屍体腎の移植 となると66%と 悪 くなっている.し かしアメ リカ全般集計か らの逐

年的成績をみると,無 血縁者の成績 も,屍 体腎の場合も1962年 頃から一年毎に上昇し,血

縁者 のそれに近づきつつあることが発表 されている.

さて,わ が国ではどうであろうか.未 だその全手術例が40例 に満たない ことでもあり,

移植後の年月も短いので成績を云々するのは不適当と思うが,そ の現況をみてみると,わ

が国では未だ一卵性双生児の例はな く,血 縁者間の移植例が最 も多 く,親 子間,兄 弟姉妹

間の例が最も多い.そ の成績も最近例ほど良好である.すなわちここ1～2年 の問に漸 く,

血縁者間の移植では術後未だ日は浅いが今のところ成績が次第によくなってきている.10

例以上の手術例を経験しているところは,京 都府立医大外科 と,阪 大泌尿器科 と東大外科

のみであるが これ らのところの集計成績では何れも腎移植の日本での初期の例を含んでい

るので,そ れ らの初期の不成功例の多いためにその成績は悪いようにみえるが最近例では

次第に成功例が増加しつつある.ア メリカにおける長期生存例に較べると未だ比較になら

ない長 さではあるが一応救命的意義は達し,こ れか ら先 きの長期生存の観察が楽しまれる
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状態にある.

屍体腎の移植例はアメリカでも比較的その例数が少いが,そ の成績は一年毎に上昇し,

最近では無血縁者腎の場合に近づきつつある.

わが国での屍体腎移植は極めて少数例で主として私の属していた京都府医大外科での例

が主であるが何れも成績はよくない.お そ らくその原因は生物学的および免疫学的な不適

合性 よりも,移 植腎の条件,た とえば,そ の生態度,血 流停止蒔間(死後時間),温 度その他の

不良原因が生体よりのGraftの 場合 より大 きいからであろうと考えられる.こ れからのい

ろいろの改善工夫でアメ リカの現状までは向上せしめ得る可能性はあるものと惟 う.

腎は古 くは外科で取扱われた臓器である.私 なども若い時代には泌尿器科は未だ独立 し

ていなかったので腎に関する手術は主 として外科で行なわれたので随分 と腎臓は取扱った

ものである.そ んな関係から移植のことについて勉強していた筆者が腎移植を試みるよう

になった.そ の第一例を試みたのは既に十数年の前である.今 想 うと,免 疫学的な処置も

不充分,技 術 も未熟で単に縫着 したというに止 り,術 前術後 の何 の検査もせず,当 時アメ

リカで1～2例 の試みがあったことを知 るのみで何等腎移植に参考になるような資料もな

く,ま たこれが後に役立っようなデータを残す こともできなかった.犬 での移植実験では

その大腿内側筋を腎移植床 とするため一部切除することなどを考案 してやっていた.現 在

は異所移植で,う まく下腹部に納められることが習熟され,ま たその方法 もほぼ一定した

かのようである.腎 移植の将来は術前の準備,術 後の管理からみて,内,外 科協同で行な

うのが適当と思 うが,今 後泌尿器科の腎専門の方が大いにこれに関心を高めて担当される

ようになってしかるべ きではないかと惟 う.現 に故楠教授はわが国において夙にこの方面

に手をつけられ,ま た最近東大高安教授も手術例を得 られ,長 大では外科 と泌尿器科が協

同での手術例を挙げられていることは大いに希望のもてる3現 状であろうと思 う.

人工腎 と しての 腎灌流装置は 腎不全患者の救急 および 移植を 前提 とした術前患者の

BUN改 善その他一般状態を補正するため大いに活用されている.器 械も改良工夫 され技

術 も修熟 されてきた.既 に定期的に灌流し,し かもこれを家庭内でおこなうことのできる

装置も考案されている.今 後腎移植は この人工腎の発展に より不必要な手術 となるかも知

れない,し かし少 くとも未だ当分の間は人工腎の利用 と腎移植 とはその何れが優 るかは決

め難 く,両 老の取捨選択,あ るいはその協同的効果によって安全性の高い,有 効な腎不全

患者の治療に一段の進歩がみ られるようになるだろうと考えられる.

腎移植そのものの将来についての私の希望や,期 待するところを申すならば,腎 移植の

現在は人から人への 同種移植が 可能になったのであり,同 種移植 そのものの成功率の確

率は免疫学的問題や組織適合性の見出し方の進歩や,術 後処置の向上によって一段 と高ま

ることであろう しかしながら人から人への移植では,腎 は二つあるといえ生体か らの供

給は常道としての医療の実際に不適当である,人 から人への他方法がないとすれば これは

屍体腎の応用を進歩させ容易ならしめるべきであると思う さらに私は思うのであるが,

当然異種移植にまで進歩発展せしめなければ この手術の真の価値は得られないのではなか

ろうか。このことは腎移植に限らず他の移植の場合にも同様のことがいえるわけではある

が,特 に臨床応用のおこなわれている腎移植ではこのことの先鞭をつける方向への研究が

進められてしかるべ きではなかろうか.

勿論異種移植成功への困難性はまことに大きい,厚 い大きな障壁がある.こ れを克服し

なければならない.し かし私は考えているのであるが,人 に近い種族の動物許 りに眼を向

けず,も っと広い視野から学問的に,特 に遺伝学的に適合性の問題を追究すれば思いのほ

かのところに障壁の少い動物が見出せるのではなかろうかとも考えている.




