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資料編

臓器移植ネットワーク体系図 

［臓器移植体制］ 
　従前の腎臓移植体制を見直し、平成7年度から新たに全国を一元化した腎臓移植体制（ネットワーク）が発足した。さらに、平成
9年10月に施行された「臓器の移植に関する法律」により多臓器移植が可能となり、それに対応したネットワークへと拡大を図った。
現在、臓器移植については社団法人日本臓器移植ネットワークが中心となり、統一的な基準に基づき移植を受ける患者を選択する
など、公平かつ適正な臓器のあっせんを行っている。また、普及啓発については全国の腎バンクも行っており、眼球（角膜等）の
移植については別途全国54カ所のアイバンクが普及啓発を含むあっせん業務を行っている。 

（ ） （ ） （ ） 
情報提供・協力 

ドナー情報 

連絡調整 連絡調整 

〈東日本支部〉 
○ 北 　 海 　 道  
○ 東 　 　 　 北  
○ 関 東 甲 信 越  

〈中日本支部〉 
 

○ 東 海 北 陸  

〈西日本支部〉 
○ 近 　 　 畿  
○ 中 国 四 国  
○ 九 州 沖 縄  

臓器提供施設 都道府県コーディネーター 

（47都道府県） 

臓器移植施設 

社団法人　日本臓器移植ネットワーク 

○あっせん対策本部 

○医療本部 

○コーディネーター部 

※献眼登録・眼球あっせん 

※　NWの委嘱を受けて 
あっせん行為を行う 

アイバンク 
（54バンク） 

腎バンク 

検査依頼・結果報告　※レシピエント血清保存 

移植検査センター 

ドナー検査・クロス 
マッチ検査依頼 

報告・連絡 
・相談 連絡・指示 

レシピエント選択 

レシピエント登録 
　　　登録料　3万円 
　　　更新料　5千円／年 

臓器移植及び造血幹細胞移植

概　　要 臓器移植体制

骨髄移植推進財団 

日本赤十字社 

さい帯血バンクネットワーク 
 

非血縁者間骨髄移植1件あたり 
平均患者負担額（ドナー4人検査の場合）　約18.9万 
医療費　採取：19.2万、移植65.6万　 

骨髄移植実施施設　　　169施設 
採取施設　　　　　　　168施設 
さい帯血移植実施施設　192施設 

さい帯血移植1件あたり 
医療費　44.3万 

造血幹細胞移植 
適応患者（推計） 
約3,000人 
 

 登録窓口 
（献血ルーム等）　122カ所 
検査業務、データ管理 
（骨髄データセンター）　49カ所 

職員数　2人（日赤から派遣） 
公開さい帯血数　　32,793個 
年間移植実施数（Ｈ21年度）　904人 

年間出生数（Ｈ21） 
約107万人 

提供 

採取施設　105施設 
 

登録 

地方公共団体（保健所） 

登録 

登録 
ドナー 

検索 

検索 

基本財産　6億6,100万円 
職員数　86人 
コーディネーター数 
　医師：931人、コーディネーター：166人 
平成22年度予算　約15億円 
レシピエント登録者　2,559人 
ドナー登録者  
　　約35万7千人 
年間移植実施数 
（H21年度）1,232人 

補助金　　　　　　　 
（あっせん業務関係事業費、 
あっせん事業体制整備費、 
普及啓発事業費等） 

429,212千円 

地方交付税 
（受付・検体採取） 

補助金（HLA検査料等） 
（40,000人分） 

692,858千円 

補助金 
（保存管理業務費・情報管理経費等）　 

611,383千円 

レシピエント 

ドナー 

さい帯血 

厚　生　労　働　省（総予算　補助金　1,733,453千円） 
※ 平成21年度末現在（補助金については平成22年度予算ベース） 

造血幹細胞移植実施体制



②

89Ⅰ　制度の概要及び基礎統計

詳細データ① 臓器移植の累計件数

心臓 

肺 

肝臓 

腎臓 

膵臓 

小腸 

眼球（角膜） 

70 

56 

63 

1,124 

64 

6 

11,906

臓器提供者数 

うち脳死下 

移植実施件数 

うち脳死下 
移植希望登録者数 

名 

名 

名 

名 

名 

名 

名 

70 

56 

63 

78 

62 

6 

32

名 

名 

名 

名 

名 

名 

名 

70 

67 

67 

2,060 

64 

6 

19,389

件 

件 

件 

件 

件 

件 

件 

70 

67 

67 

150 

62 

6 

63

件 

件 

件 

件 

件 

件 

件 

166 

142 

277 

12,010 

175 

3 

2,604

名 

名 

名 

名 

名 

名 

名 

資料：（社）日本臓器移植ネットワーク、財団法人日本アイバンク協会調べ 
（注）1．臓器提供者、移植実施件数は、平成9年10月16日（臓器移植法施行の日）から平成22年3月31日までの累計、移植希望登録

者数は平成22年3月31日現在数である。  
　　2．臓器移植法に基づく脳死判定事例は、同法の施行後平成22年3月31日までに全国で87例行われている。なお、第8例目につ

いては、法的脳死判定が行われ法的に脳死と判定されたが、医学的理由により臓器の摘出が行われなかったため、臓器提
供者数には含まれていない。 

詳細データ② 造血幹細胞移植の実施件数の推移

平成 4 年度 
平成 5 年度 
平成 6 年度 
平成 7 年度 
平成 8 年度 
平成 9 年度 
平成10年度 
平成11年度 
平成12年度 
平成13年度 
平成14年度 
平成15年度 
平成16年度 
平成17年度 
平成18年度 
平成19年度 
平成20年度 
平成21年度 
累　計 

19,829 
46,224 
62,482 
71,174 
81,922 
94,822 
114,354 
127,556 
135,873 
152,339 
168,413 
186,153 
204,710 
242,858 
276,847 
306,397 
335,052 
357,378 

－ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

4,343 
8,384 
13,431 
18,424 
21,335 
24,309 
26,816 
29,197 
31,149 
32,793 

－ 

8 
112 
231 
358 
363 
405 
482 
588 
716 
749 
739 
737 
851 
908 
963 
1,027 
1,118 
1,232 
11,587

－ 
－ 
－ 
－ 
(1) 
(20) 
(78) 
(116) 
(178) 
(231) 
(310) 
(739) 
(679) 
(690) 
(774) 
(815) 
(912) 
(941) 
(6,484)

 
 
 
 
1 
19 
77 
114 
169 
220 
297 
702 
678 
658 
754 
778 
872 
904 
6,243

ドナー（提供者） 移植件数 
骨髄提供登録者数 さい帯血公開個数 骨髄 さい帯血 

※平成8～10年度のさい帯血関係データはさい帯血バンクネットワーク設立前に各バンクが扱った数。 
※さい帯血移植者数の（　）は、バンクからの提供数。 
資料：財団法人骨髄移植推進財団、日本さい帯血バンクネットワーク調べ。 
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