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＜膵移植を受ける意味＞ 

 膵移植は I 型糖尿病に対する根治的治療です。 

 膵移植を行うことでインスリン投与が不要となり、生活の質が向上します。 

 I 型糖尿病による合併症の進行を阻止し、その後の生存率が大きく改善します。 

 

＜膵移植の現状＞ 

 膵移植には脳死下膵腎同時移植、腎移植後脳死下膵移植、脳死下膵単独移植、生体膵腎同時移植、生体膵単独移

植があります。 

 日本ではこれまで、生体膵移植を合わせて約 200 例の膵移植が行われました。 

 九州大学病院は全国でも最大数の症例数を実施しています。 

 九州大学病院における膵移植（膵腎移植）後の 5 年生存率は 100％、移植腎の 5 年生着率は 95.0%、移植膵の 5 年

生着率は 83.8%といずれも全国の成績を大きく上回っています(2014.12.31)。 

 

＜膵移植を受けるにあたり＞ 

 膵移植を受けるためには日本臓器移植ネットワークに登録することが必要です。 

 現在、登録から膵移植までの本邦の平均待機期間は 1305 日（約 3 年半）です(2013.12)。 

 

＜移植に関する費用について＞ 

 脳死ドナーからの膵臓移植は、2006 年 4 月から保険診療として認められました。 

 膵腎同時移植の場合、更生医療、身体障害者医療、特定疾病療法制度などの公費補助制度を用いることで、費用の

負担はさらに軽減されます。 

 膵単独移植の場合、保険適応ではありますが、公費補助制度は現在まだ認められていません。 

 生体ドナーからの膵移植は基本的に自己負担です。 

 

＜手術の実際＞ 

 ドナーはいつ発生するか分からないため、いつでも移植が受けられるように心と身体の準備を整えておくことが重要で

す。 

 レシピエント候補となっても、自身の都合で断ることはいつでも可能です。 

 膵移植は非常に大きな手術ですが、通常術後 3〜4 週間で退院が可能となります。移植後はインスリン投与が不要と

なり、膵腎同時移植の場合は透析を行う必要もなくなります。 

 移植後は生涯免疫抑制剤を服用することが必要です。内服の間違いや内服忘れには十分な注意が必要です。 
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＜生体膵移植について＞ 

 繰り返す低血糖発作で常に生命の危険にさらされている、または合併症の進行が深刻で脳死ドナーを待つことができ

ない I 型糖尿病患者さんには、生体膵移植（生体膵腎移植）という選択肢があります。 

 生体膵移植のドナーになるには厳しい検査をクリアする必要があります（ドナーの安全性を確保するため）。 

 ドナーの手術は、極力負担が少なくなるように内視鏡を用いた手術を行っています。術後約 3 週間で退院可能となり

ます。 

 

＜膵移植を受ける意味＞ 

 膵移植は、I 型糖尿病患者さんに対する根治的治療です。I 型糖尿病とは膵臓のβ細胞というインスリンを分泌する細

胞が破壊されて起こる糖尿病で、主に 20 歳以下の若年時に発症します。I 型糖尿病の治療の基本はインスリン注射

ですが、血糖コントロールが難しく低血糖や高血糖を繰り返す方、合併症が進行する方に対しては膵移植が適応とな

ります。糖尿病は長期に渡りコントロールが悪ければ、様々な全身合併症を引き起こします。腎不全、眼底出血や視

力低下を引き起こす網膜症、手足がしびれる・感覚が鈍るなどの末梢神経障害、脳出血・脳梗塞などの脳血管障害、

狭心症・心筋梗塞などの心血管障害、頑固な便秘や下痢を繰り返す消化管障害、全身の動脈硬化、足の潰瘍や壊死

などです。膵移植を受けることで低血糖による命の危険を回避し、インスリン治療から解放され、上述の様々な合併症

の進行を防ぐことができます。 

 下の図は、膵移植を行った患者さんと、I 型糖尿病で膵移植を待っている患者さんの生存率を比較したものです。膵移

植を行うことでその生存率が大きく改善していることが分かります。 
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＜膵移植の現状＞ 

 膵移植には大きく分けて 3 種類あります。I 型糖尿病の合併症により末期腎不全におちいった方に行う膵腎同時移植

（SPK: Simultaneous Kidney and Pancreas transplantation）、既に腎移植を行った方に対して後から膵臓を移植する腎

移植後膵移植（PAK: Pancreas After Kidney transplantation）、腎機能は保たれている I 型糖尿病の方に行う膵単独移

植（PTA: Pancreas Transplantation Alone）です。また、これとは別に健康な方から膵臓の一部を提供して頂いて移植

を行う生体膵移植があり、これまで全国で 27 例行われました。九州大学病院でも 2010 年 9 月に第一例目の生体膵

移植を行い、これまでに 4 例行いました。 

 日本では 2014 年 12 月までに生体膵移植を除いて 207 例の膵移植が行われており、年別の症例数は以下のとおり

増加傾向にあります。 

 

 

 

 現在日本では施設登録基準を満たした 18 の施設で膵移植を受けることができます。下の表は実際に移植を行った

14 施設それぞれの症例数の内訳です。九州大学病院は全国でも最大数の膵移植を実施しています。 
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九州大学病院での膵移植の内訳です。2014 年に 5 例の脳死下膵腎同時移植を施行したため、2014 年 12 月 31 日

現在、総数は生体移植を合わせて 39 例です。膵移植登録から移植までの平均待機期間は約 1079 日です。 
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 症例数だけではなく移植後の経過も非常に重要です。移植の成績は一般的に生存率（一定期間後にレシピエントが

生存している割合）と生着率（一定期間後に移植臓器が機能している割合）で表します。下の表に全国の症例と九州

大学病院の症例のレシピエント生存率、移植膵・移植腎の生着率がそれぞれ示してあります。九州大学病院で膵移

植を受けた患者さんは、5 年後の生存率が 100％、移植腎生着率が 95.0％、移植膵生着率が 83.8％といずれも全国

の成績を大きく上回る良好な成績を収めています。 

 

 

 

＜膵移植を受けるにあたり＞ 

 膵移植を受けるためには、日本臓器移植ネットワークにレシピエントとしての登録を行う必要があります。 

 登録を行うにあたり、“移植が必要な状態か”、“麻酔や手術に耐えられるか”、“悪性腫瘍や活動性の感染症にかかっ

ていないか”、“移植後に通院、自己管理が可能であるか”、“家族や職場のサポートがあるか“ などについて詳しく調

べる必要があります。 

 九州大学病院では上記の項目について原則として入院して検査を行い、登録審査を受けるための申請書類を作成し

ます。書類は当院の糖尿病内科の医師から膵臓移植中央調整委員会に提出され、これが地域の膵臓移植適応検討

委員会で審査されます。審査を通過すると日本臓器移植ネットワークに登録されます。詳細は膵臓移植調整委員会の

ホームページをご参照ください（http://www.ptccc.jp/）。 

 膵移植の待機患者として日本臓器移植ネットワークに登録されるためには、初回登録料として 3 万円、毎年の更新の

際に更新手数料 5 千円を払う必要があります。膵腎同時移植の適応である場合、腎臓についても同様の手数料が発
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生するため初回登録料として 6 万円、更新手数料として毎年 1 万円を払う必要があります。登録をする際に手術を受

けたい病院（登録希望施設）を設定する必要がありますが、転居などの理由で変更したい場合はネットワークに連絡す

ることでいつでも可能です。 

 これまでに膵移植を受けた患者さんが、登録してから移植を受けるまでの平均待機期間は 1305 日（約 3 年半）です。 

 

 

 

＜移植に関する費用について＞ 

 九州大学病院は 2004 年 12 月に膵臓移植が高度先進医療として承認され、2006 年 4 月からは脳死ドナーからの膵

臓摘出、膵臓移植ともに保険診療となりました。 

 膵臓摘出費用が 46 万 8 千円、膵臓移植費用が 88 万 6 千円で合計 136 万円、その他に術後の入院、検査、投薬の

費用が必要で、これらに関して３割の自己負担が必要となります。しかし、限度額適用認定証や高額医療費返還の制

度が使用できるため、実際は所得に応じた減額を受けることができます。国民健康保険の場合は市町村役場へ、社会

保険の場合は全国健康保険協会で手続きをすることができます。 

 脳死ドナーからの膵腎同時移植の場合、患者さんは身体障害者一級をお持ちかと思います。したがって手続きを行え

ば更生医療、身体障害者医療、特定疾病療養費制度などの公費補助制度を用いて、患者さんの自己負担額はさらに

低減されます。 
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 生体ドナーからの膵臓移植の場合、身体障害者の認定や公費補助制度がありません。したがってドナーからの膵臓

摘出、レシピエントの膵臓移植にかかる費用を全額自己負担で準備することが必要となります。一度退院されたあとの

外来の費用や、再入院した場合の費用は通常の疾病と同じように、健康保険が適用されます。生体ドナーからの膵臓

移植はまだ保険適用になっていないので、今後症例数を増やして高度先進医療の承認や保険診療の承認ができるよ

うに努力していきます。 

 患者さんによって個々の状況が異なりますので、 九州大学病院では医事課や患者サービス課で相談を受けるように

しています。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

＜手術の実際＞ 

 臓器提供者であるドナーが発生したら、日本臓器移植ネットワークによりレシピエントの選定が行われます。選定の結

果レシピエント候補となった患者さんに対して、移植施設の医師から移植を受ける意思があるかについてご連絡いたし

ます。レシピエント候補は選定基準に則った優先順位に従い複数名が挙げられます。最終的にレシピエントとして決定

したら、すぐに来院・入院していただき必要な術前検査を行います。入院後、通常は 24 時間以内に移植手術が始まり

ますので、常に心と身体の準備をしておくことが必要です。レシピエント候補となった場合も、ご本人の意思で辞退する

ことは可能です。 

 

[膵移植 ] 

 提供された膵臓を原則として右の下腹部に移植します。本来の膵臓がある場所とは違う位置に移植し、自身の膵臓は

そのままにしておきます。右下腹部に約 15cm の斜切開を置き、大動脈と大静脈から足に向かう腸骨動静脈の周りを

剥離して露出します。この動静脈に提供された膵臓の動静脈をそれぞれ吻合します。吻合が終了して血流を再開する

と、やがてインスリンが産生され血糖値が下がり始めます。膵臓にはインスリンを出す作用の他に膵液という消化酵素

を含む液体を産生します。この膵液を逃がす経路を作る必要があるため、膵臓と一緒についてくる十二指腸を小腸あ

るいは膀胱に吻合します。前者を小腸ドレナージ、後者を膀胱ドレナージと呼びます。 

 

[腎移植 ] 

 膵腎同時移植の場合、先の膵移植に加えて、原則として左の下腹部に腎臓を移植します。もともとある自分の腎臓は

摘出せずにそのままにしておきます。左下腹部に約 13cm の斜切開を置き、大動脈と大静脈から足に向かう腸骨動静

脈の周りを剥離して露出します。この動静脈に提供された腎臓の動静脈をそれぞれ吻合します。腎臓に再び血液を流

してしばらくすると、やがて尿が産生され始めます。その後、尿管を膀胱に吻合して手術を終了します。 
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＜移植後の経過＞ 

 膵移植後は数日間 ICU（集中治療室）で管理します。通常この間はまだ麻酔で眠っていることが多いです。この間、全

身状態に加え血糖値の推移や移植膵の状態を厳密に観察します。数日経って落ち着いていれば、麻酔を覚まし、そ

の後は一般病棟に戻ります。多くの患者さんは術後 1 週間位で支えなく歩行が可能となり、術後約 3〜4 週間で退院

されます。術後は基本的にインスリンの投与は不要であり、膵腎同時移植の場合、透析を行う必要もなくなります。 
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 退院後は週 1 回外来通院をしていただき、3 ヶ月目に数日間の検査入院を行います。これで問題がなければその後

は 2〜3 週間に 1 回の外来通院となり、術後１年目に再度検査入院をします。問題なければその後は原則として月 1

回の通院となります。移植後は拒絶反応を防止するため、生涯免疫抑制剤を服用する必要があります。免疫抑制剤

はその名の通り免疫力を下げる薬なので、感染症の発症に注意する必要があります。他の薬剤と同様、免疫抑制剤

にも種々の副作用があるため、副作用が起こればそれに対する対応も必要です。また服用する時間が決まっているた

め、内服忘れや間違いは拒絶反応や感染症の原因となるため、注意が必要です。しかし、ほとんどの方は免疫抑制

剤を服用していること、定期的な通院が必要なこと以外は健康な方とほぼ変わらない生活を送ることが可能になりま

す。 

 

＜生体膵移植について＞ 

 膵移植には、健康なドナーから腎臓の一部の提供を受ける生体膵移植（生体膵腎移植）という方法もあります。生体

膵移植のレシピエントは、繰り返す低血糖発作で常に生命の危険にさらされている、または合併症の進行が深刻で死

体ドナーを待つことができない I 型糖尿病患者さんなどが対象となります。また下の表にある条件を満たす方がドナー

候補となりえます。ドナー候補はさらに検査を受け、より詳細な細則を満たした方が初めてドナーとして認められます。 

 

」  
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 [ドナー手術 ] 

 生体膵移植のドナーの手術は、「用手補助腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術」という術式で行います。内視鏡を用いた

手術のため傷は小さく、患者さんの負担も少なくてすみます。生体膵腎同時移植の場合は、これに左腎臓の摘出が加

わりますが、同じ傷で行うため身体への負担はそれほど変わりません。通常は、術後 3 週間くらいで退院可能となりま

す。退院後も定期的に外来に通院していただき、健康状態を詳細に確認させていただきます。 

 

 

 

[レシピエント手術 ] 

 レシピエントの手術は脳死（心停止）膵移植とほぼ同じですが、生体膵ドナーの場合は膵の半分（膵尾部側）のみの提

供であることが異なります（脳死ドナーは全膵＋十二指腸）。膵液のドレナージには通常膀胱を用います。術後の経過

は脳死ドナーの移植と同様です。 
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 多くの１型糖尿病の患者さんは早期発見・早期治療で、病気と共存しながら人生を享受しています。しかし、日本人

の 1 型糖尿病で進行が速い場合、10 代で発症、30 代で透析導入、40 代で心疾患、脳循環疾患、感染症で死亡する

という経過が懸念されており、内科的治療がうまくいかない患者さんはこのような厳しい運命を背負った方々です。膵

臓移植あるいは膵腎同時移植は、このような患者さんが人生の最良のときを、健康な方と同様の充実した日々を送

り、かつできるだけ長生きしてもらうための、現時点ではもっとも効果的な治療法です。 

 

お問い合わせ先  

 九州大学第一外科移植グループ TEL: 092-642-5443 s1-admin@surg1.med.kyushu-u.ac.jp 

 九州大学病院地域医療連携センター TEL: 092-641-1151(代表) info-renkei@med.kyushu-u.ac.jp 

 ご質問がある方は、上記までお気軽にお問い合せください。 

 

関連リンク 

 日本臓器移植ネットワーク：http://www.jotnw.or.jp/ 

 日本移植学会：http://www.asas.or.jp/jst/  

 膵臓移植中央調整委員会：http://www.ptccc.jp/ 


