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心臓移植登録患者の待機中死亡に関する全国調査
―臓器配分システム改定への考察―
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Nationwide analysis of the mortality on the waiting list for heart transplantation;
Implication for amendment of the heart allocation system in Japan
Division of Cardiovascular Surgery, Higashi-Takarazuka Satoh Hospital
Hikaru MATSUDA
【Summary】

【Background】In heart transplantation, with the rapid increase of bridge-to-transplant using an implantable left
ventricular assist device and the continued donor shortage, the average waiting period is exceeding 3 years with
unneglectable death on the waiting list. Therefore, it is crucial to reduce the waiting mortality possibly by expansion of the donor pool and revision of the heart allocation system.
【Objective】The aim is to provide the basic information about mortality on the waiting list for heart transplantation in Japan.
【Methods】The national data accumulated in Japan Organ Transplant Network from 1997 to the end of 2018 was
utilized. The death on the waiting list was analyzed by survival curves for the categories of basic disease, agegroup（under 11, 11 to under 18, over 18 years）, and Status-1, 2 and 3.
【Results】Among the total listed patients of 1,629, 26.5％ received transplantation but 22.8％ died on the list.
The survival curves demonstrated that there was no significant difference in the age groups or between Status-1
and 2. In Status-1, 32％ of all waiting deaths occurred during the first 6 months.
【Conclusion】High mortality on the waiting list for heart transplantation was documented and detailed risk analysis of early death on the waiting list is needed to provide basic data for the amendment of the current heart allocation system.
Keywords: heart transplantation, organ allocation, risk on waiting list, left ventricular assist device, marginal donor

I．背

景

と 500 例に近くなったが，一方で待機患者は 777 例，
待機期間も 3 年を超える状況である。法改正後移植数

わが国における脳死からの臓器移植は 1999 年に法

は増えたとはいえ年間移植数は 100 例に達しないとい

整備の基で開始されたが，心臓移植が軌道に乗ったの

う厳しいドナー不足の状況である 4）。待機期間の更な

は 2010 年の法改正以後である 1）。その後，植込型左室

る延長も避けらない状況になかで，待機中死亡が少な

補助人工心臓（left ventricular assist device, LVAD）の

くなく，このような状況でいわゆるマージナルレシピ

急速な進歩と移植医療への導入により Bridge to Trans-

エントへのマージナルドナーの使用も増加傾向にあ

plantation（BTT）が主体となり，待機状態は様変わり

り 5），さらに LVAD の合併症によりリストから除外さ

している

れる例も少なくない。

。2019 年 9 月現在で心臓移植数は 484 例

2, 3）

愛心会東宝塚さとう病院心臓血管外科
（2019・10・21 受領；2019・12・9 受理）

今後，レシピエント選択における優先度，すなわち
臓 器（心 臓）配 分 シ ス テ ム（heart allocation system,
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図1

心臓移植および待機中死亡の年次推移

HAS）の改定とドナー基準拡大の議論も進んで行くな
かで，心臓移植に関わる関係者が行わねばならないこ

については最終観察時点でのステータスを用いた。
生存率（Kaplan-Meier）の統計的有意差検定は，各

とは，いかにして待機中死亡を減らすかである。その

検討項目内で 2 群間でのペアー検定とし，log-rank test

ためには現状の HAS の評価と待機中のリスク分析が

での有意基準 0.05 未満を有意とした。

必要であるが，JMACS（Japanese Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support）6）の LVAD に限った分
析以外はこれまでナショナルベースでこの問題にほと
んど目を向けられて来なかった。

II．目的と方法

III．結

果

1．対象患者の概要は，登録総数 1,629 例で，移植数
は 431 例 26.5％，待機中死亡は 372 例 22.8％であ
り，海外渡航数 66，取り消し 31 であった。
2．待機中死亡の年度別推移を各年度の移植数と合わ

わが国の心臓移植における待機中死亡の実態を明ら

せて図 1 に示す。2009 年までは一括し，2010 年

かにし，現行の公益社団法人日本臓器移植ネットワー

度からは各年度とした。心臓移植の総数は 2010 年

ク（JOT）のレシピエント選択基準による HAS の妥

以 降 で 364 例， 待 機 中 死 亡 は 242 例 で あ っ た。

当性の評価，並びにシステムを改定する場合の基礎資

2010 年以降でも待機中死亡は年間 30‑40 例前後と

料を得ることを目的とした。方法は，1997 年 10 月の

減少傾向にない。

登録開始時から 2018 年 12 月 31 日までに JOT に登録
した心臓移植希望患者のデータを解析した。なお，心
肺同時移植登録者は対象外とした。検討項目として，

3．各検討項目内の各群の登録数，待機中死亡数の概
要を表 1 に示す。
4．各検討項目内での群間の生存率（死亡回避率）比

適応疾患，年齢（11 歳未満，11‑18 歳未満，18 歳以

較について，登録後 1，3，5 年の結果について表

上）
，および優先度とした。適応疾患群では，拡張型

2 に示す。年齢は登録時，優先度は死亡ないし最

心筋症（DCM）
，肥大型心筋症（HCM）
，拘束型心筋

終観察時のものとした。5 年時点の生存率では年

症（RCM）
，先天性心疾患（CHD）
，およびその他の

齢 群 間 で は 明 ら か な 差 は な く， 疾 患 群 間 で は

群とした。優先度は JOT のレシピエント選択基準の

RCM，HCM が低く DCM で高い傾向にあった。

Status-1,2,3 とした。
統計学的分析として Kaplan-Meier 法により生存率

5．生存率曲線を各検討項目別に図 2，3，4 に示す。
群 間 の 有 意 差 検 定 の 結 果 で は， 適 応 疾 患 で は，

曲線を求めた。事象は死亡とし，移植，海外渡航，お

DCM がその他群に比し，優先度では Status-1 と 2

よび取り消しはその日を最終観察日とした。移植希望

が Status-3 に比し，それぞれ有意に良好であった。

者は 2018 年 12 月 31 日を最終観察日とした。優先度

Status-1 と 2 の間には有意差は認められなかった。
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表1

対象症例の概要：患者数，待機中死亡数，死亡率
総数

995
156
38
41
399

212
36
10
16
113

21.3
23.1
26.3
39
28.3

年齢

18 歳以上
1,437
11 歳‑18 歳未満
102
11 歳未満
90

356
16
15

24.8
15.7
16.7

優先度

Status-1
Status-2
Status-3

1,231
219
178

209
44
134

17
20.1
75.3

1,629

387

22.8

疾患名は本文参照

表 2 カテゴリー内各サブグループの 1，3，5
年生存率（死亡回避率，％）

優先度

注：

足の厳しい現実を種々の場面で社会に示して欲しい。
今回の分析は待機中の死亡原因やレシピエントの臨床

5年

的背景には及んでいないが，待機中の死亡の概要が示

11 歳未満
90.2 67.7 67.7
11 歳以上 18 歳未満 91.4 82.1 67.3
18 歳以上
88.8 74.9 62.9

されたことより今後進められるであろう HAS 改定に

経過期間

疾患

死亡率％

DCM
HCM
RCM
CHD
その他

総数

年齢

待機中死亡数

疾患

注：
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1年

3年

DCM
HCM
RCM
CHD
その他

91.3
88.6
86.2
84.3
83.9

78.0
80.8
67.2
75.2
65.9

67.0
51.6
54.3
58.9
57.2

Status-1
Status-2
Status-3

91.2 80.7 73.6
90.6 84.1 75.2
72.6 36.7 17.5

疾患名は本文参照

おいていかなる解析が必要かを探る基礎資料になれば
幸いである。なお，今回の検討は 20 年間という長期
の検討であり，法改正後の LVAD 時代の実情を反映
する上で限界があることも考慮すべきであろう
今回の待機中の生存率（死亡回避率）についての分
析では，登録時の年齢群間では有意の差は見られな
かったが，11 歳未満の中のより低年齢群は海外渡航
が多いということも勘案した解釈が必要かと思われ
る。また，疾患別ではその他群が移植適応の標準疾患
でもある DCM に比し待機中死亡の危険度が高いこと

6．優先度別 6 か月および 1 年の死亡数と死亡率を表

が明らかになった。今後その他の群の詳細な検討が必

3 に示す。全死亡に対する 6 か月および 1 年以内

要であるが，この群には虚血心筋症が多いことや，定

死亡の比較では，Status-1 では全死亡の約 3 割が 6

型的な心不全治療が困難な症例が多い可能性もある。

か月以内に生じており，1 年死亡でみると Status-1,

また両群とも患者数が他に比し多く統計的有意差が出

2 ともに全死亡の半数近くに達していた。また，

やすくなったこと，DCM は LVAD 装着例が多く安定

Status-3 では約 75％が死亡に至っていた。

した管理が行えること，などが背景にあると考えられ

IV．考

察

今回，JOT に登録された心臓移植希望者の予後を，

る。 ま た，CHD や RCM で は 長 期 の 待 機 が 難 し く，
これには植込型 LVAD の適応が困難であることも背
景にあることから，さらなる検討が必要であろう。

待機中死亡の観点で調査を試みた。結果として特徴的

優先度別分析では Status-1 と 2 では生存率で有意差

なことは，年度事の移植数は 2010 年以降漸増傾向に

が認められなかったことも注目されるべきである。特

あり近い将来 100 例に達そうとしているが，各年度の

に Status-2 の予後調査を改めて行うことも必要である

死亡は減少せず，移植 10 人に対しその傍らで 6‑7 人

と思われる。また。Status-3 に移行した患者の予後が

が希望を叶えず亡くなっている現実が示された。この

非常に悪いことが当然ながら確認された。異常な長期

ことは社会啓発上非常に重要であり，心臓移植関係者

待機が課せられているなかで，感染や脳血管障害など

は移植成績の素晴らしいことだけではなく，ドナー不

で待機リストから外れた後の予後は当然不良であるこ
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図2

登録時の年齢グループからみた生存率の比較

群間の比較（log-rank test）において有意差は認めなかった。

図3

登録時の疾患グループからみた生存率の比較

群間の比較（log-rank test）において，DCM 群はその他群（Others）に
比し良好であった（ ＜0.001）。その他の群間では有意差は認めなかっ
た。

とは明白である。しかし，リストから外れる危険因子

思われる。なお，今回の分析では最終観察時点での

が分かれば，その群への何らかの優先策を考慮するこ

Status で群分けをしており，Status-1 から 3 に移行し

とも視野に入れた今後の検討が必要と考える。一方，

た場合は 1 でのそれまでの経過は無視されて 3 で新た

Status-3 についてはその 25％近くがかなり長期にわ

にスタートすることになる。今回の検討では Status-1

たって 3 のまま登録されていることは無視できないと

で登録した患者の死亡と 3 への移行をイベントとした
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図4
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優先度（Status-1,2,3）らみた生存率の比較

Status は最終観察時のものとした。群間の比較（log-rank test）において，
Status-1 と-2 の間に有意差はなく，Status-3 は-1 および-2 に対しそれぞれ
有意の差（ ＜0.001）を認めた。

表3

Status

1
2
3

優先度別（Status）にみた待機 6 か月以内，1 年以内での死亡数，死亡率，および
全死亡に対する比率の比較
総数

総死亡
（％）

6 か月死亡数 6 か月死亡/全死亡
（死亡率）

1,231 209（17.0） 68（5.5）
218 44（20.2） 5（2.3）
177 134（75.7） 26（14.7）

分析ではないことによる限界がある。

（％）

32.5
11.4
19.4

1 年死亡数 1 年死亡/全死亡
（死亡率％）
（％）
101（8.2）
19（8.7）
49（27.7）

48.3
43.2
36.6

の判別への試みも重要である。なお，待機中死亡や除

わが国ではマージナルドナーの活用が各移植実施施

外のリスク分析を待機患者について網羅的に進めるこ

設で積極的に取り組まれていて，高齢者などのマージ

とは現実的に困難であり，HAS 改定の準備段階では

ナルレシピエントへの移植も現実に行われつつあ

Status-1 および 2 での早期死亡群をリスク分析対象と

る

するのが現実的はないかと思われる。

。 大 阪 大 学 か ら は BLVAD（biventricular LVAD）

7, 8）

症例の予後が不良であるが，待機 1 年以内の移植であ

成人患者の待機中死亡ないし除外のリスク因子の分

れば救命できる確率が高くなることを報告し，HAS

析に関する研究として，フランスからの報告があり，

へのフィードバックを求めている 7）。こういう機運の

4 つのリスク因子（短期間の機械的循環補助，ビリル

なかで HAS の改定を遅らせる理由はないと考えられ，

ビン値，腎尿細管濾過値，natrium peptide 値）による

Status-1 の中でさらに優先度を上げる見直しが必要か

計算式でスコアー化を図っている 9）。また，Blackstone

と思われる。それと共にまずはマージナルドナーの実

ら 10）は Cleveland Clinic での 2008 年から 2013 年の間

施施設間共通の判定基準を作ることも重要であろう。

の 414 例の心臓移植登録患者について 77 例が待機中

待機中死亡のリスク分析における Status-1 および 2

死亡し，1，4 年生存率は 85 と 57％であった。この研

の早期死亡については，法制定後の全期間ではなく

究での分析では登録前の臨床所指標は待機中死亡とは

LVAD 時代に対象を絞って今後解析すべきであろう。

関連がなく，脳神経障害，新規透析導入，呼吸器合併

Status-3 についてはもとのクラスへ復帰が困難となっ

症発生，高い血清ビリルビン値，そしてクレアチニン

た症例について，原因の分析と共に移行する危険因子

値が重要としている。なお，待機患者のリスクのスコ
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アー化には肺移植で進んでいる lung allocation score を
海外でも参考にする傾向にあり ，わが国でも HAS
11）

表4

1 VA-ECMO

の検討に活用されるべきあると思われる。
わが国でもドナー不足対策としてドナー基準拡大の
機運も高まっている 4）。実際，高齢者や心停止既往な

non-dischargeable BLVAD
MCS with life-threatening ventricular arrhythmia

2 non-dischargeable LVAD
IABP
VT/Vf
MCS with device malfunction/mechanical failure
TAH, BLVAD,RVAD, or LVAD for single ventricle
percutaneous endovascular MCS

どのマージナルドナーが使用され，primary graft function（PGF）や遠隔成績の面からの研究も海外と共に
わが国でも進んでいる 12, 13）。マージナルレシピエント
とのマッチングでの危険スコアーや，PGF の背景因
子によるスコアー化も必要である。実際，マージナル

3 dischargeable LVAD（30 days）
Multiple inotropes in hospital
VA-ECMO after 7 days, IABP after 14 days
non-dischargeable LVAD after 14 days
MCS with complications

ドナーへのレシピエント選択では待機リストの優先順
位を大幅に飛び越えて移植が行われている実態があ
り，その分析も今後の HAS の改定への参考資料にな
るであろう。また，LVAD 装着症例に焦点を絞るとす
ると JMACS のデーターも参考にすべきである

。さ

4 dischargeable LVAD after 30 days
Inotropes without hemodynamic monitoring
Retransplant, CHD, ICM, HCM, RCM, amyloidosis

6, 14）

らに近い将来，ドナープール拡大策の一つとして，究
極のマージナルドナーでもある donation after circulatory death（DCD）ドナー 15）がわが国で研究対象になる
であろうことも考慮すべきである。
海外の成人心臓移植の HAS については，米国では
これまでの LVAD 最優先の流れから最近では 6 つの

米国における新しい心臓配分システム

5 heart＋other organs（same hospital in 2 organs）
6 remaining active candidates
注：VA-ECMO; veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation, MCS; mechanical circulatory support, IABP; intra-aortic balloon pump, VT/Vf; ventricular tachycardia/ventricular fibrillation , TAH; total artificial heart, BLVAD;
biventricular LVAD , RLVAD； right ventricular LVAD, ICM；
ischemic cardiomyopathy. その他は本文参照。

区分（Tier）の新たな方式に変更されている 16）。その
概要を表 4 に示した。大変複雑でわが国で参考にす

どの臓器不全管理が難しく，移植適応判断に苦慮する

るにはかなり無理があると思われるが，そこに至るま

場合がある 20）。このように Status-1 となる要件は満た

でには詳細な待機死亡リスク分析が行われていること

さないが予後不良である疾患があることも考慮すべき

を認識すべきであろう。一方，Kobashigawa らは新

であろう。わが国での成人先天性心疾患への心臓移植

17）

な HAS について，曖昧さや gaming の危険等種々の問

は非常に限られ，LVAD 装着例に限られる状況であ

題を排除することの重要性を指摘している。また Ber-

る 21, 22）。また，心肝や心腎同時移植の道も開かれてい

nhard は新たな制度で優先度か高くなった temporary

ない。

LVAD について移植後の成績悪化を懸念している

18, 19）

これまでわが国では JOT のレシピエント選択基準

このような海外での議論をしっかり整理しわが国での

による HAS について，小児領域での改定以外には全

改定の動きにおいて参考にすべきであろう。わが国で

く手が付けられていない状況である。この背景には，

は LVAD による BTT がほぼ 90％を占める現状では，

優先度改定を行うと待機順位の特別扱いが生じ混乱が

生体情報（心不全の増悪や臓器障害）よりも LVAD

予想されるなど，現状の待機患者への配慮が必要であ

装着自体に関連する危険因子，例えば両心 VAD，体

るうえに，改定のための科学的根拠作りにはかなりの

外式 LVAD，ドライブラインや心内の持続感染，脳血

労力を必要性とする。しかし，小児ドナーからの小児

管障害，等の因子の中から危険度の高いものが抽出さ

レシピエントへの優先配分は移植成績を向上させると

れるのではないかと推測される。一方，LVAD が適用

いう理論武装から実施に至っていることも参考にすべ

され難い特殊な心不全群に注目することも必要であろ

きであろう 23）。なお，今回の検討で示唆される緊急度

う。

を高める対象群としては，Status-1 および Status-2 の 6

。

現状の LVAD 症例優先の Status 分類がわが国で移植

か月ないし 1 年以内の待機中死亡群がある。今後，こ

待機現場の実態にそぐわないことも少なくない。例え

の群での死亡ないし脱リストのリスク解析を LVAD

ば成人期に達した先天性心疾患の中のいわゆる failed

時代の過去 10 年に絞って進めることも必要である。

Fontan では，強心剤は必要でないが肝不全や腎不全な

いずれにせよ Status-1 の中に 1-A といった緊急度を上
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げるクラスを置く HAS の改定には臓器移植特有の

最後に，依然として深刻なドナー不足に直面してい

種々の倫理的，医学的課題があるが，関連する学会や

るわが国の臓器移植の現状を社会に発信すると共に，

研究会，そして JOT が一体となってこの問題に取り

ドナープール拡大に移植医療関係者のさらなる努力が

組む時期に来ていると思われる。最後に，待機中死亡

求められる。

が現在でもいかに多いかを社会に知って貰うことも重
要であることを改めて指摘しておきたい。
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