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臓器提供手続に係 る質疑応答集の送付について

適正 な移植医療 の推進 につきま しては､ 日頃 より御協力 をいただき厚 く御 礼 ー
申し上げますO.
＼
さて､今般､平成
21年 の改正臓器移植法の施行後の状況 も踏まえ､臓器提
l
供手続 に係 る質疑応答集 を作成 しま したので､御送付 させていただきます｡
今後の業務の参考 として御活用 くだ さい｡
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3
2
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日
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4 虐待が行われた疑いの有無の確認 ‑ ･‑ ‑
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(
4)
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5 承諾の手順 ‑ ∴ 日 日 ･‑ 日
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1年改正反映版)
(
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18

日 )臓器提供の機会があることの説明
(2) 拒否の意思の確認
(8) 家族の総意の取 りまとめ
6 法的脳死判定 ･
､･･‑ 日 ‑ ･= ･.
‑
(1) 6歳未満の小児の脳死判定基準
(2)判定医

･
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(3)前提条件

.
(
4)除外例
(5)生命徴候の確認
(6)脳死と判定するための項目

○法的脳死判定
:臓器移植法第 6条第 4項に規定する判断に係る同条第 2項の判定

(7)観察時間

i
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‑ ‑
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○判定マニュアル
脳死判定基準のマニュアル化に関する研究班J
:法的脳死判定マニュアル (｢
平成 22年度報告書)

(9)法的脳死判定後の対応

1
3
P

○施設マニュアル
=臓器提供施設マニュアル .
(
｢
臓器提供施設のマニュ7J
ル化に関する研究軌
平成 22年度報告書)

(
8)脳死判定に関するその他の事項

1 全般的事項

‑
2 膿琴提供施設 としての要件

間 1･ 今回の法改正では ｢
脳死 した者の身体｣の定義規定が改正 されているが､これ

間 1 いわゆる 5類型 に該 当す る施設 は必ず臓器提供の協力 を しなければいけない
のか｡

によ り一律に脳死は人の死 とされ たのか｡
答

国会における改正法の趣 旨説 明では､脳死が人の死であるのは､改正後におい
ても改正前 と同様 ､臓器移植 に関す る場合だけであ り､一般の医療現場で一律
に脳死を人の死 とするものではない､ とされてし?
る｡

答

死亡 した者が生存 中に有 していた臓器提供 に関す る意思を尊重 し (
参牌 :臓器
移植法第 2粂第 1項)､一人でも多 (の移植 を必要 とす る方に移植 の機会を提供
できるよ う､いわゆる 5類型 に該 当す る施設 には､必要な体制 を整備 していた
だ くとともに､積極的な協力をお願 い したい｡

間 2 今回のガイ ドライ ンの改正によ り､r
臨床的に脳死 と判断 した場合｣ とい う表

間 2 いわゆる 5類型に該 当す る施設であっても､手術室が少ないな ど設備に余裕が
ない施設は提供施設 となることは難 しいのではないか｡

現がなくなったが､なぜか｡また､ これによ り何が変わるのかQ
答

今回のガイ ドラインの見直 しは､以下の点を明確 にす るために行 ったものであ
り､
■患者の家族 に対 して臓器提供 の機会が あること等 の説明を行 うタイ ミング
を変更す るものではない｡
①
｢
槙的脳死｣､｢
臨床的脳死｣ とい う言葉 による混乱を避けるとともに､患
者の家族 に対 して説 明を行 うのは､法的脳死判定を行 った としたな らば脳死
とされ うる状態にある と判断 され る場合であるとの趣 旨を明 らかにす ること｡
(
診 主治医等が上記の判断をす る際には､前提条件 として 自発呼吸の消失の確
認(
必ず しも､桂的嘩死判定の際に実施す る無呼吸テス トを行 う必要はない｡)
が含まれていることを明示す ることo

間 3 脳死下での臓器捷供に併せて行われ る眼球提供は､今回の怯改正によ りどのよ
うに変わったのか.
沓

1.改正前の臓器移植法附則第 4条の規定では､心停止後に限 り､本人の意思が
不明な場合に達族の書面による承諾 を要件 として眼球 ･腎臓 の掃出が可能 とさ
れていたが､同条の対象 は､あくまでも法第 6粂第 2項 に規定す る ｢
脳死 した
者の身体｣以外の死体であった｡ したがって､法的脳死判定によ り脳死 と判定
された場合には､その後心停止 した後 も ドナーの身体は睦第 6条第 2頂 に規定
する｢
脳死 した者の身体｣であるため､本人の書面による意思表示がなければ､
遺族の承諾のみで眼球 ･腎臓 を提供す ることはできなかった.
2.今回の法改正によ り､脳死下 ･心停止下の区別にかかわ らず､本人の意思が
不明な場合､遺族が書面により承諾 した ときは､臓器摘出が可能 とされた (
こ
れに伴い附則第 4年は削除 され た)ことか ら､例 えば､本人が眼球の捷供にJ
j
いての意思表示を していない場合であっても､遺族 の承諾によりF
艮球の提供が
可能 となったものである｡
13･

･

し

答

これまで手術室が少ない施設で も提供 にご協力を頂いている｡ネ ッ トワークに
おいて臓器提供に関す るシ ミュ レーシ ョンの実施等の支援 を行 っていることか
ら､ご相談いただきたい｡
l

問 3 ガイ ドラインの第 4の 1にい う ｢
倫理委員会等｣の構成､貞数等について､何
か規定 ･制限はあるのか｡ また､病院 としての倫理垂員会が既 に存在する場合
に､臓器提供手続 についてのみを審査対象 とす る委員会の設置は可能かD さら
に､院外の者が当該倫理委員会等 に入 ること.
は可能か｡
答

1.ガイ ドラインにい う ｢
倫理重点会等Jの構成､貞数等については特段の要件
はな く､院外の者が委員 となることも可能であるが､当該倫理委員会等は､法
Lに革づ く脳死 した者の身体か らの臓器提供に関 し､当該施設全体の意思決定を
行 う際の審査機関 として位置づけ られていることが必要である｡
2.また､既存の倫理委員会 と別個 に委員会等を設置 し臓器提供手続についての
み審査 を行 うことは､特に閲歴 はない｡I

問 4 救命救急センターの指定は病院全体ではな く､救命救急が行われる一部の施設
に着 目している｡臓器提供手続 を行い うるのは､病院全体ではな く救命救急セ
ンター t
'して指定 された部分の施設 のみなのか｡
答

1.ガイ ドライ ンの第 4においては､臓器提供施設の要件 として､救命救急セン
ター t.
して認定 された施設等であることゐほかに､施設の一部分 としての救命
救急セ ンターのみではな く施設全体について､倫理要員会等の承認 を経て脳死

･
4･

下での臓器提供手続 を行 うことに関す る合意が得 られていることを求めてい
る｡ このことか ら､救命救急センターのみが臓器提供施設 となるのではなく､
救命救急センターを含めた施設全体が臓器提供堀設 となる｡
2,なお､救命救急センターが設けられている施設において､同センター以外の
診療科に入院 していた患者が同センターにおける救急医療を受けることなく
脳死 とされ うる状態にあると判断 されたよ うな事例においては､
▲当該患者は､
脳死下での臓器提供を行 うことはできない (
なお､救命救急センターにおいて
救命治療か ら法的脳死判定まで終了 した後に､締出手術のために同病院内の同
センター以外の場所の手術室に移動 させ ることは可能である)
｡

童が死亡した場合には､当該児童か ら臓器が提供 されることのないよう必要な
措置を講ずることとされている｡ このため､ガイ ドラインにおいて､児童か ら
の臓器提供を行 う施設に必要な体制 として､虐待防止番貞会等の虐待を受けた
児童̲
への対応のために必要な院内体制が整備 されていることなどを定めている｡
したがって､虐待防止重点会等の院内体制が準備 されていない医療機関は､児
童からの臓器提供はできない｡

間5 臓器提供施設以外で脳死が疑われる状憶 となった患者を臓器提供施設‑搬送
することや､小児の脳死下臓器提供 を行 う体制が整備 されていない勝頼提供施
設か ら､体制が整備 された臓器提供施設へ小児息者 を搬送することは､謬めら.
れるのかb
答

移植医療が国民の理解を得つつ望革しい形で定着 していくためには､脳死下で
の臓潜提供は､生前に可能な限 り高度な救急医療等を受 けたにもかかわらず不
幸にして脳死 となった方について､確実に脳死 と判定された場合に行われる必
要があることか ら､ガイ ドライン第 4において､当面､これ らの条件を満たす
一定の施設に限定 されている｡ したが?て､法的脳死判定 ･臓器提供のみを目

1■的 として､その体制が整備 されている臓器嘩供施設‑患者を搬送することは､
控えるべきである｡ただ し､患者の救命治療を目的 としたいわゆる高次の医療
施設‑の搬送は､ 日常救急医療でも行われてお り､これを否定するものではな

い｡
間 6 脳死判定 ･
臓器提供を目的 として臓器提供施設まで ドナー候補者を搬送するこ
とは､臓器提供甲意思を尊重するとい う観点か らは認めるべきであると考える
が､今後､どの時期に又はどのような条件が整えば可能 となるQ
jか｡
答

質問の点については､今後､臓器移植の普及や脳死 .臓器移植についての国民
全体の理解の状況を見極めつつ､臓器提供施設の在 り方の中で検討 される必要
があると考えている｡

間7 虐待防止委員会等が設置 されていない医療機関では､今後､児革 (
18歳兼備
の者〕か らの臓器提供はできないのか｡
答

改正杜の附則第 5項では､脳死 ･心臓死の区別にかかわらず､
■虐待を受けた児
･5･

･6･

4 虐待が行われた疑いの有無の確認

3 有効な意思表示が困難 となる障害

間1

答

｢
知的障害者等の臓器提供 に関する有効な意思表示が困難 となる障害を有す る
者｣ とは､誰が どのよ うに判断す るのか｡統合失調症な どの精神疾患がある場
合や､無脳症な どの先天性の奇形､胎児仮死の場合は どのよ うに対応するのか｡
知的障春着等については､今回の改正以前か ら法的脳死判定 ･臓器摘出を見合
わせ ることとしてきた ところであ り,法改正の国会審議 を踏まえて.この取扱
いを維持す ることとしたものである｡
したがって､その範囲を変更す るものではないが､どのよ うな場合に ｢
知的障
苔者等の臓器提供 に関す る有効な意思表示が困難 となる障害を有す る者｣に該
当す るのかについては､様々な事例が考 え られ るため一定の基準 を示す ことは
困難であ り､主治医等が個別の事例 に応 じて慎重に判断 していただきたい｡
なお､質問の無脳症 については､明 らかに有効な意思表示が困難な場合 に該当
し､臓器摘出を見合わせ る対象になると考える｡

(1)対象
間 1 児童 とは何歳未情のことを指すのか｡
答

児童福祉法や児童虐待の防止等に関す る法律 と同 じく 1芦歳末帰の者 を指す｡

間 2 明 らかな病死など､虐待 と死亡 との因果関係がない場合又は明確でない場合 も､
虐待が行われた疑いがある児童については臓器提供できないのか｡
答

改正法の附則第 5項では､虐待 を受 けた児童が死亡 した場合には､当該児童か
ら臓器が提供 され ることのないよ うにす るこ とを求めてお り､虐待が行われた
疑いがある児童については､虐待 と死亡 との因果関係 を問わず､臓器摘出はで
きない｡

間 2 その方が知的障害者等であることは どこまで確認すればよいのか｡
答

主治医等が家族等に対 して病状や治療方針 の説明を行 う中で､豪族や､必要に
応 じてかか りつけ医等の証言を得 ることな どを通 じて確認 をお願 い したい.

問 3 子 どもを ドナー とす る心停止 下の腎提供や角膜提供 はこれまで も行われてき
たが､今筏 は心停止下提供の場合 も虐待の虚いの有無を確認す ることが必要 と
なるのか｡
答

間 3 知的障害者等の判断について何か指針 はないのか｡
答

知的障害者等の判断方法については､従前 と変更はな く､診療過程において主
治医等が判断 していただきたい｡

改正法の附則第 5項は､脳死 ･心臓死の区別 にかかわ らず､虐待 を受 けた児童
が死亡 した場合には､当該児童か ら臓器が提供 され ることのないよ うにす るこ
とを凍 めてお り､児童の場合,心停止下位鹿であってもガイ ドライン第 5に示
した対応が必要である｡

(2)児童か らの臓器提供 を行 う施設に必要な体制
間 4 知的障害者等の方の場合､心停止下での臓器提供 もできないのか｡
答

診療過程 において知的障幸者等であることが判明 した場･
合には､脳死下 ･心停
止下の別にかかわ らず､当面､臓器掃出は見合わせ ることとなる｡

間 4 虐待防止委員会等 とは どのような組織 を指すのかOまた､外部の委員が入 るこ
とは可能か｡
答

名称は問わないが､患者である児童について虐待が行われた疑 いの有無につい
て確認するなど虐待を受 けた児童‑の対応 を行 うための組織を指 してお り､知
見を有す る外部の委員が入 ることは差 し支えない｡

間 5 虐待防止委員会等は倫理葬具会 とは異 なる組織 なのか｡
‑7･

･8･

関係機関 との連携 を図 ることも有益であると考える.
虐待防止重点会等は､患者である児童t
羊ついて虐待が行われた疑いの有無を確
認す るな ど虐待を受 けた児童‑の対応 を行 うことを目的 とした組織 である必要

答

が串 り､倫理番長会の役割 とは異なることが多い と考え られ るが､このよ うな
機能を果たす組織であれ ば､よ り広範囲の 目的を持つ こ.
とや名称の如何は問わ
ない｡

間 10 虐待の有無の確静 に当たっては､児童相談所や響窮な どに対 して､虐待が疑
われたことがないか どうかを確認す る必要があるのではないか｡

答 ユ.ガイ ドライ ン第 5の 2 (1)にあるとお り､診療の過程 において虐待の徴候
が確認 された場合には､虐待対応のための院内体制の下で虐待が行われた疑い
があるか どうかを確認す ることとしてお り､外部の機 関‑の照会を行 うことま
で求めているものではない.
2.しか しなが ら､関係機関 との情報交換等によ り情報が得 られた場合､これを
併せて判断を行 うことを妨げるものではない｡
3.なお､警蕪においては､死亡 した児童について虐待が行われた疑 いが生 じ､
司法解剖 を行 うなど捜査の必要性が判断 された ときには､医師に対 して､当該
児童か ら臓器摘出ができない旨の連絡が行われ ることとされている｡

間 6 現在､院内に大人 も対象 とした虐待防止委員会がある場合 も､新たに臓器提供
に関す る部門を設 ける必要があるのか｡
答

既に虐待対応のための院内体制が整え られてお り､児童に対 して､ガイ ドライ
ンに即 した対応ができるのであれば､臓器提供のために新 たな体制を求めるも
のではない｡

(a)虐待が行われた疑いの有無の確認
間 11 警察への連絡は､ どの時期に､どのよ うな意味合いで行 うものなのか｡
間7

答

｢
虐待が行われた疑いの有無｣とは具体的に どのよ うな意味か｡虐待が行われ
なかったことが証明 されなければ､臓器提供は認め られないのか｡

1.虐待が行われた疑いの有無を判断する一律の基準を示す こと拝困難 であるが､
一般的には､虐待の徴候の確認 を行い､その他 の情報 も併せ検討 した結果､虐
待が行われた疑いが否定できない場合には､｢
疑いがあるJ と判断す るのが妥
当である｡
2.したがって､虐待の徴候が絡め られず､必要な院内体制の下で所定0
2手続 を
経た場合においては､｢
虐待が行われた疑いはない｣と判断 して差 し支えない｡

答

間 12 し警察の捜査で虐待が疑われた場合､病院‑の連絡は行われ るのかこ
答

間 8 提供施設が虐待の有無を最終的に判断す ることになるのか｡
答

提供施設 においては､虐待の有無について最終的に判断す ることを求め られる
ものではな く､虐待の.̀
̀
疑い"の有無について施設 として判断 していただき､
児童相談所‑の通皆等必要な対応 をとっていただ くこととなる｡

答

チェ ック リス ト等 を用いることによ り､医療機 関において御判断頂 きたい｡ま
た､臓器提供の場合に限 らず､児童虐待 を防止す る観点か ら､ 日頃よ り地域の

･9･

臓器移植法第 7条の規定によ り､必要がある場合には､臓器摘出に先立って検
視その他の犯罪捜査に関す る手続が行われ るが､死亡 した児童について虐待が
行われた疑いが生 じ､司法解剖を行 うな ど捜査の必要性が判断 された ときには､
医師に対 して､当該児童か ら臓器摘出が できない 旨の連絡が行われ ることとさ
れている｡
ノ

間 13 響森の捜査が終了 し､虐待 と断定 されていない段押
皆では､臓器摘出は可能か｡

答
間 9 虐待の疑いの有無の判断に迷 うよ うな場合に どこに相談すればよいか｡

診療の中で犯罪行為の疑いを発見 した場合には､ただちに警察‑の連絡が行わ
れ るのが通常であ り､患者である児童 について虐待が行われ た疑いがあると判
断 された場合も同様である｡

いったん施設 として虐待が行われた疑いがあると判断 した以上､完全にその疑
いが否定 されるよ うな特別な事情がない限 り､臓静摘出はできない｡

間 14 ガイ ドライ ン第 5の 2 (3)の ｢
医学的理 由によ り当貫
亥児童について虐待が
11
0･

員を介 して市町村 ､都道府 県の設 置す る福祉 事務所若 しくは児童相談所に
通告 しな けれ ばな らないC
2 ･3 (
略)

行われた との疑いが否定 され た場合｣ とは､具体的 に･
どのよ うな場合かo
答

例 えば､身体にアザが あることか ら虐待 を疑 ったものの､検査等 によ り､それ
が体質によるものであるこ とが判 明 した場合 な どを想 定 している0

間 17 明 らかに交通事故や病気 によ り死 亡 した よ うな場合であっても､臓器提供 を
考慮す る場合は､すべての事例 につ いて虐待防止番兵会及び倫理委員会の判断
を受 ける必要があるのか｡

問 15 医学的理由によ り虐待が行 われた との疑いが否定 された場合について も 丁当
該児童‑の虐待対応の継続 の要否 について検討す ること｣ とは ど うい う意味か0
答

児童相談所や警察署へ通告 ･通報 を行 った場合には､それぞれの機 関において

答

調査 .捜査が行われ ている と考 え られ ることか ら､虐待が行われた疑いが医学
的 な面では香定 され た場合で も､独 自の判 断で虐待対応 を終了する ことな く､
他 の機 関 と情報 を共有 した上で判断す るこ とが求 め られ る.

1.すべての事例 について虐待 防止委員会等の開催 を求めるものではないが､診
療の過程 において虐待 を疑 う所見が見 られ なか った場合であって も､虐待が行
われ た疑いの有無について主治医等 だけで判断す るこ とな く､家族 に臓 給提供
の機会があることを伝 える前 には､専門的知見 を持 った虐待防止委員会の委員
等 と診療経過等について情報共有 し､必要に応 じて助言 を得 る÷ ととしてい る｡

2.‑万､児童 か らの臓器の摘 出に当たっては､必ず ､院内の倫理委員会等 にお
̲
(4) 胞器提供 を行 う場合の対応

いて､虐待 が行われ た疑いの有無の確認等必要 な手続 を経ていることを確羅 し､
摘出の可否 を判断 していただ くこととなる｡

甲 16 通常の診療過程 において虐待対応 を行 っている場合 であらても､児童か らの
臓器提供 を考慮す る ときは､それ に加 えて別途ガイ ドライ ンに定め られた虐待
対応 を行 う必要が あるのか｡
答

間 18 ガイ ドライ ン第 5の 3 (
2)にい う倫理委員会等 とは どの よ うな組織を想定
してい るのか｡脳 死判 定委員会 とい う名称 で ドナー の適格性等 を判断 してい る

1.児童虐待につ いては､元来､早期発 見に努める とともに､発見 した場合 には
児童相談所等に通告す るなどの必要な対応が求め られ るものである (
汰)
A

2. したが って､虐待対応は常に適切 に行 われ るべ きものであって､臓器提供に
至 る可能性があるか否か によ り､その内容が異なる ものではない と考 えている｡
3.その前提に立った上で､ガイ ドライ ンの第 5の 3 (2)では､児童か らの臓
器摘 出を行 う場合には､適切 な虐待対応 の手続 を経 ていることを倫理委員会等
において確認 し､締出の可否を判断す ることとなっている点に留意 していただ
きた い｡

垂鼻会があるが､この重点 会でも問題 ないか｡
答

倫理委員会等の名称 ､構成 ､員数等について特段の要件 はないが､児童か らの
臓器摘出の可否 について施設 としての意思決定を行う 際の審査機 関 として位 置
J
jけ られてお り､虐待 が行われた疑いの有無の確認等必要な手続 を経ているこ
とについて確認す ることがで きることが必要である｡

(
釈)児童虐待 の防止等 に関す る法律 (
抜粋)
(
児童虐待の早期発見等)
第 5兵 学校 ､児童福祉施設 ､病院その他児童の福祉 に業務上関係 のある団
体及び学校の教職員､児童福祉施設 の職員､医師､保健師､弁護士その他
児童の福祉 に職務上関係 のある者 は､児童虐待 を発見 しやすい立執 こある
ことを自覚 し､児童虐待 の早期発見 に努めなければな らない｡
2 ･3
(
略)
(
児童虐待 に係 る通告)
第 6粂 児童虐待 を受けた と思われ る児童 を発見 した者 は､速や かに､ これ
を市町村 ､都道府県の設置す る福祉事務所若 しくは児童相談所又 は児童委

･11･

･1
2･

間4 臓器提供の機会があることを家族に伝えるのは､臓器提供施設 としての法的な

5 承諾の手順

義務なのかC
(1)臓器提供の機会があるこ̀
との説明

等

間 1 脳死下での臓器提供の場合､家族に勝頼鹿供の機会があることを伝えるのはい

つの時点かO
答

ガイ ドラインの第 6の 1において､標準的な手順 として､主治医等が､患者の
状態について､法的脳死判定を行った としたな らば､脳死 とされ うる状態にあ
ると判断 した場合以後において､家族等の脳死についての理解の状況等を踏ま
え､臓器提供の機会があること等を告げる旨､示 しているところである｡

間2 脳死 とされ･
うる状態にあるとの判断を行 う際の具体的検査方法については､法
的脳死判定における方掛 こ準 じて実施 されるべきなのか (
ひいては臓器提供 と
かかわ りのない脳死診断においてもそのように解釈 されるのか)｡
1

臓器提供の機会があることについての説明は､法的な義務 とい うことでは.
な く,
ガイ ドライン第 6の 1に規定 されているように､個別の事例 ごとに､主治医等
が.
｢
家族等の脳死につい七の理解の状況等を踏まえ｣伝えるべきか判断 してい
ただくこととなる｡
ただし､本人の臓器提供に関する意思を尊重 し､ご家族に提供するか しないか
を判断する機会をお持ちいただ くとともに､一人でも多 くの移植を必要 とする方
に移植の機会を提供できるようにするとい う観点か ら､可能な限 りお伝えいただ
くことが､改正法の提案の趣 旨 (
※)にも添 うものと考えている.
(
※)平成 21年 6月 2
5日 参議院本会議 冨岡勉衆議院議員 趣 旨説明 (
抜粋)
‑ 国民に対 し平等に､臓器を提供す る権利､提供 しない権利､移植を受け
る権利 と受 けない権利 をそれ ぞれひ としく保障す ることが必要であ りま
す｡日･

間5 心停止後の臓器提供の場合 と脳死下での臓器操供の場合では､ネ ッ トワ‑ク‑
答

の連絡の時期は異なるのか｡

1.ガイ ドラインにおいては､｢
脳死 とされ うる状憶にあるとの判断｣は､自発
的呼吸の消失を含む脳死判定の前提条件に咳当することを認めた上で､
答

(
D深昏睡､

②瞳孔の固定 ･瞳孔径左右 とも 4mm 以上､
③脳幹声射 (7項 目)の消失､
④平坦脳波
うの確認を行 うことを求めているものの､その具体的嘩査方法については
の 4‑
特段の定めをしていないが､法的脳死判定における検査方法に準 じた方法で行
うことが望ま しい｡
2.ただし､前提 としての ｢自発呼吸を消失 した状態Jの確課に当たっては､必
ず しも､法的脳死判定の際に実施する無呼吸テス トを行 う必要はない｡
3･なお､臓器提供 とかかわ りのない脳死診断に?いては､従来 どお りの取扱い
‑
で差 し支えない (
参照 :ガイ ドライン第 7)｡

聞3 脳死 とされ うる状臆にあるとの判断は何人で行 うべきか｡
答

脳死 とされ うる状態に奉るとの判断を行 う医師は 1人で足 り､通常は主治医が
行 うこととなると考え る｡なお､複数の医師により行 うことを妨げるものでは
ない｡ ‑

･1
3･

ガイ ドラインにおける標準的な手順 としては､脳死下での臓器提供の場合には､
脳死 とされ うる状態にあるとの判断の後に家族がコーディネーターの説明を聞
くか どうかについて確認 し､希望がある場合にはネ ッ トワークに連絡すること
になる｡一方､心停止後の臓器提供の場合には､特た脳死 と診断 されなくても､
一般的に当該患者が終末期であると判断 される場合には､家族がi‑ディネ‑
クーの説明を聞 くか どうかについて確認 し､希望がある場合にはネ ッ トワーク
に連絡することになる｡

間 6 他の家族の反対があるにもかかわらず (
又は他の家族の同意な しに)家族の一
人か らコーディネーターの説明を聞きたい との申出があった場合には､どうす
ればよいのか｡■
答

臓器操供に関 してコーディネーターの説明を聞 くことについては､主沿医等の
側で家族の総意を確羅する必要はな く､家族の うち 1人でもコ‑デイネ一夕‑
の説明を聞きたい とい う者がいる場合､ネ ッ トワークに連絡することは可能で
ある｡ しか しなが ら､他の家族か ら積極的な反対が出されているなどの状況が
ある場合には､ネ .
y'トワークに連絡する際にその旨を伝えてお くことが望ま し
い (
連絡を受 けた後は､家族の状況を把握 した上でコ‑ディネ‑タ‑が具体的
対応を行 う)
｡
･14･

答

間 7 意思表示カー ド等 を所持 していた患者に家族がいない場合には､法的脳死判定
及び臓器鐘供 について家族 の承諾 は必要ないが､その確認 は､臓器提供施設の
側 とコーデ ィネータ‑の どちらが行 うことになるのか｡
答

十 病院において通常行われている身元確認 の結果､患者に家族がいないことが
判明 した場合又は家族がいるか どうかが判然 としない場合､当該患者が意思表
示カー ド等の臓器提供の意思表示 に係 る書面を所持 していた ときは､当該病院
の判断によりネ ッ トワー クに連絡す ることができる｡
2,上記の連絡を受 けたネ ッ トワークは､個々の事例に応 じて本人の身元確認 を
継続 して行い､最終的に当該者 に豪族がいないか どうかを確認す ることとなる｡
なお､家族がいないか どうかの確認 は慎重に行われ るべきものであ り､家族が
いないことが確認できない場･
合には､臓器提供はできないo

提供が不可能 であることを主治医が判断 しその旨を家族 に告 げることは可能
･
である｡ なお､このよ うな場合にも､施設か らの連絡 を受 けたネ ッ トワークの
コーディネーターが提供できない理 由の詳細を説明す ることは可能である｡ ま
た､苦情や訴えの提起があるか どうかは個々の事例で異なると考え られ､訴え
の提起があった として も､ネ ッ トワークに連絡 しなかったことのみ をもって刑
事責任 を問われ るこ とはな く､民事上の損害賠償責任が問われ ることも通常は
考えられない｡

(2) 拒否の意思の̀
確認

′

間 11 拒否の意思は誰が確琵す るのかCまた､どこまで調べれば拒否の意見はなか

った としてよいのか｡
臓器提供に関す る意思表示の確認については､コ‑デ ィネ‑タ‑が行 うことと
なる｡
具体的には､書面及び臓器提供意思登録 システムによ り意思表示があったか ど
. うか確認す ると.
ともに､本人が拒否の意恩表示 を行 っていたか どうかについて家
族 に十分確認することになる｡

答

間1
8 入院時等 に意思表示カー ド等の所持を確認す ることは可能か｡また､その際に
.所持が確認 された場合の対処如何｡
答

1.ガイ ドライ ン第 6の 1においては､脳死 とされ うる状態にあるとの判断春行
った後に､カー ドの所持等本人の斎 思表示につレ1
て把塩す るよ う努めることと
なっているが､それはあくまで も ｢
棲準的な手順｣であ り､各病院の判断によ
･
り､入院時等 に意思表示カー ドの所持等書面による臓器提供の意思表示の有無
を確認す ることは差 し支えない｡
2.また､臓器提供の意思表示の有無にかかわ らず､まずは当該患者の救命治療
に全力を尽 くすべきごとは言 うまでもない占

間 9 敗血症やMR SA感染症な どがある場合 も､臓器提供の機会があることにづい
て伝 えても良いのか｡
答

臓器毎の臓器提供者適応基準において､除外すべ き感染症等が示 されてお り､
臓器提供者 として不適応であるこ とが明 らかな場合には､家族への説 明は無用
であるが､判断に迷 う場合は､ネ ッ トワークまでご連絡をいただきたいo

間 10 明 らかに臓器提鹿が不可能である患者 の家族か ら臓器提供 の希望が 申 し出
られた場合には､主治医の判断によ りその段階で提供できない ことを告げてネ
ッ トワークには連絡 しない とい う対応は可能か｡ また､その場合､病院に対 し
てその対応 についての苦情や訴えの捷起がなされ ることはないのか｡
‑151

(
3)家族の総意の取 りま とめ
間 12 脳死判定及び臓器提供 について承諾す る家族 (
遣族)の範国は実際には どの
ように確認す るのか｡ また､その確認 の過程 について どのよ うに記琴に残すの
か｡
答

1.脳死判定又は臓器提供 を承諾す る家族 (
遺族)の範囲は､個々の事案に即 し､
家族構成等に応 じて判断 され ることになる.一般 には､コーデ ィネーターがそ
の時点で家族 (
遺族)わ代表 となるべ き者に､家族 (
遺族)の範囲を確羅す る
ことになる.
2.また､その豪族 (
遺族)の承諾 を得 るに至 るまでも含 めた一連の事実経過に
ついては､コーディネーターの業務の丁環 として､経時的記録を残す こととさ
れている｡

間13 家族の ｢
代表 となるべき者｣とは具体的に誰 を指すのか｡従来の喪主又は蕪
雑主宰者 とは異 なるのか｡

･1
6･

答 ･ 個々の事廉 に即 して､本人 に最 も近い立場で家族 (
遺族)の総意をま とめ られ

6 法的脳死判定

る方 とい う趣 旨は従前 どお りであるo なお､個々の家族 鹿 族)の事情につい
ては様々な事例が考え られ るため､一定の◆
基準 を示す ことは困難である｡

∫ (1) 6歳未満の小児の脳死判定基準

間14 未成年者の場合 ｢特に父母それぞれの意向を慎重かつ丁寧に把握することJ

間1

6歳未満の小児の脳死判定は成人 とどこが異なるのか｡

とされているが､個別に説明 し､承諾を得 る必要があ るのか｡
答
答

一律に同 じよ うな対応 を求めるものではないが､個 々の家族の事情に応 じ､必
一票な場合には父母それぞれに対 して個別 に説明す ることも含 め､慎重かつ丁寧
t
こそれぞれの意 向を把握す ることが必要である｡ ただ し､桑諸 について 臥 ､個
別にではなく､代表 となるべ き者が家族 の総意 を取 りま とめて行 うこととなる｡

1.位的脳死判定を行 う際の確認項 目は､
.
′
年齢 にかかわ ら̲
ず､
① 探昏睡

② 瞳孔の固定､瞳孔径が左右 とも 4Ⅱ
1
m 以上
③ 脳幹反射 の消失

④

⑤

平坦脳 埠
自発呼吸の消失 一

である｡

2̲ 6歳未満の小児の脳死判定基準に関 しては､その特性 を考慮 し､

間 15 家族が外国や遠隔地 に住んでお り臓器提供施設 にか けつけることができな
い場合には､どのよ うに対処す るのか.
答

12滴)未満 の場合は除外例 とす ること
･ 深部姐が 3年℃未満の場合は除外例 とす ること
･ 1回 目と 2回 日の判定間隔は 24時間以上 とす ること

1.患者 の家族の一部が外国や遠隔地に住んでいる場･
合には､家族の代表 となる
べき者が国際電話や ファックス等を用いて家族の意思を取 りま とめ､コーデ ィ
ネーターが､当醸代表 となるべ き者 に承諾が家族 の総意 によるものであること
を確認す ることになる｡

∴ 収縮期血圧 (
mmHg
)が次の数値以上であるこ･
と
65
.
ア 1歳未満

2,なお､患者の家族が臓器提供手続の時点で外国や遠隔地 に居住 してお り､そ

1歳以上 13歳未満 年齢 x2+ 65■
13歳以上
90
としている｡ ̲
3.なお､各検査項 目の歯音点等については､判定マニュアルを参照いただきた

イ
ウ

の昔以外には家族の代表 とな るべ き者がいない場合で､実際にコーディネータ
ーが接触できない ときたは､上記のよ うな手続 を進 めることができないため､
臓器移植法上求め られている家族 の承諾 を得 ることは事実上不可能である.
)

い｡

間 16 臓器提供が行われた後で､同意 していないとして別 の家族 (
署名を行J
jた者
以外)が訴訟を起 こした場合には､病院やネ ッ トワークは責任 を負 うのか｡
答 . 臓畢移植法においては､適族 の承諾があれば臓器摘出の要件が満たされ ること
にな り､その後異論が提示 された として も､基本的には要件 を欠 くこと仁はな
らない と考 え られ るが､承諾に際 しては､十分 に状況を把握 し＼供重に判断す
ることが重要である｡ なお､実際に訴訟が起 こされた場合の責任関係 は､個々
の事例に応 じて判断され るものである｡

‑ (2)判定医

間 2､脳死判定医の資格で ｢
豊富な経験を有す る者｣の具体的な判断基準は何か｡
答

1.ガイ ドライ ンに列挙 されている専門医である場合には ｢
豊富な経験 を有す る｣
と一般的には認め られ ると考え られ るが､基本的には脳死患者 を診察 した経験
が相 当数あることが望ま しい｡
2.しか しなが ら､経験 した症例数等について特段の基準はないので､各施設 に
おいて総合的な観点か ら判断 されたい｡

開 3 小児の脳死判定の場合､脳死判定医の要件である ｢
豊富な鹿験｣とは小児の脳

･1
7･

.

･1
8･

死診断についての経験 とい うことか｡
答

ガイ ドラインにおい.
て特に要件 は設 けていない｡ したがって､患者の年齢にか
かわ らず､脳死の診断に豊富な経験 を有す る医師であればよい｡

間4

6歳未満の小児の脳死判定では､少な くとも 1名 は小児科医である必要がある
か｡

答

臓器移植法第 6条第 4項において､法的脳死判定は必要 な知識及び経験を有す
る医師が 2名以上で行 うこととされてお り､ガイ ドライ シにおいて､その要件
を示 しているところであるが ､ 6歳未満 ､ 6歳以上にかかわ らず､小児の脳死
判定において､必ず しも小児科医が加わることを求めるものではない｡
なお､小児の脳死診断の経験がある施設に対す るアンケー ト結果な どによると
小児の脳死判定は､小児科医が参加 して実施 され ることが多 く､必要な知識 と
経験を有す る小児科医がお られ る場合 には､適正な脳死判定のため､ぜひ ご協
力を頂 きたい｡

聞 7 ①主治医､②脳死判定医､③臓器摘出前の ドナー管理 を行 う医師及び④臓器摘
･ 出時の ドナー管理 を行 う医師の兼任 は どこまで可能なのか｡
答

器移植法及び臓器移植法施行規則 においては､浜的脳死判定を行 う医師は 2名
以上であることが定め られているのみであ り､主治医が脳死判定医を兼任する
ことは可能である｡■
2.(
卦と③又は② と㊤の兼任 について
綾的脳死判定は臓器の摘出又は移植術 にかかわ らない医師が行 うこととさ
. れている (
参照 :臓器移植法第 6粂第 4項)が､これは､ ドナー候補者の死亡
を判定す る者が､その後に引き続 き行われ ることとなる嘩器の移植術 と密接に
関係す る行為を行 うべきではない とい う趣 旨であ り､② と④の兼任は行 うべき
ではない｡
また､② と③の兼任 については､同様の考えか ら好ま しい ものではないが､
③は必ず しも臓器の移植術 と密接 に関係す る行為 とまでは言い難 く､具体的事
情によって兼任す ることはやむを得ない｡
*なお､この④の摘出手術時の ドナー管理 とは､実際の摘出手術の最中に行わ
れる ドナー管理であ り､ ドナー管理を行 う医師が外部か ら来た場合等に当吉
家
医師に手術室の構造や器具の位置等 を教える等の行為 まで も(
参の ドナー管
理に含まれ る̲
ものではない｡

間 5 脳死判定医の要件 として "
小児外科医"は含まれ るのか｡
答

小児科医 として専門医又は学会認定医の資格 を有 していれば､脳死判定医の要
件に該当す るが､外科の専門医である小児外科医の資格 のみでは､要件に該当
しない｡

問 6 脳死判定医は､院内の医師がなることが必要なのか｡非常勤職員又は委託 され
た医師でも判定を行 うととが可能か｡
答

1.法的脳死判定は､臓器提供施設が責任 を持った体制の下で行われ るべきもの
であることか ら､臓器提供施設の要件の一つ として､｢
適正な脳死判定を行 う
体制があるこ と｣が掲げ られている ところであるd このため､脳死判定医は､
当該施療 において選定 されたその施設 の職員であるべ きもの と考え られ る0
2.したがって､例えば非常勤の医師でも､当該医師 と当該臓器捷供施設め間に
雇用関係が存在す る場合には脳死判定医 とす ることが可能であるが､当該病院
の雇用する医師以外の医師に粒的脳死判定を外部委託す ることについては､臓
器提供施設が安住 を持 った体制の下で法的脳死判定が行われ ているもあ とは
言い難 く､行 うべきではない｡

･1
9･

1.① と②､① と③又は① と⑥の兼任 について ･
兼任す ることは可能である｡なお､法的脳死判定の客観性 を増すために主治
医 と脳死判定医が兼任 され ることは避 けるべきであるとい う意見もあるが､臓

間 8 法的脳死判定に係 る実際の検査は誰が行 うのか｡
(
a)法的脳死判定は 2人以上の医師で行 うこととされてい るが､実際の検査に
ついて も一緒 に (
判定医全員で)行 うのか､それ とも 1人の医師が行えば
いいのか｡
(
b)各検査の うち臨床検査技師等の業務範囲に係 る部分については､それ らの
医療関係職種 に代わ りに施行 させ ることは可能か｡
答

1,臓器移植法第 6条第 4項においては､2人以上の医師の判断の一致によって
法的脳死判定が行われ るもの と規定 されてし
.
､
るが､これはあ くまで も､医学的
な診断行為 としての法的脳 死判定を 2人以上の医師によって行 うことが定め
.
られているにす ぎない.
2. したがって､個々の検査については､(
a)1人の医師が施行することで足 り､
さらに､(
b
)
脳波削定等については脳死判定医の指示の下に臨床検査技師が実際
の検査 を行 う場合 もあ り得 る｡ ただ し､適正 な法的脳死判定を行 う観点か ら,
各検査を行 う際には脳死判定医が立ち会 うことが望ま しい｡
･20･

であり､委員会等の組織の判断によるものではない｡
聞 9 脳死判定医が第 1回 目及び第 2回 日の判定において異なる場合､脳死判定記録
書及び脳死判定の的確実施の証明昔には判定医全員が記名押印又は署名するこ
ととなっているが､第 1回 目及び第 2回 目の判定の都度 これを行 うとい うこと

く3)前提条件

でいいのか く
例えば､第 1回 目を担当した医師がその終了時に記名押印又は署
｡
名 し､その後第 2回 目の判定については参加 しないことは可能か)
答

お見込みのとお り｡なお､判定マニュアルにおいて､脳 死判定医の うち少なく
とも 1年l
は､第 1回目､第 2回 日の判定を継続 して行 うこととされていること
に留意 されたい｡

行い得るすべての適切な治療｣の意味は何
問 12 法的脳死判定の前提条件である ｢
か｡
答

間 10 法的脳死判定の的確実施の証明香については､法的脳死判定に携わった担当
医すべてが記名押印又は署名 しなければな らないのか｡代表者 1人の署名によ
る作成や､その後で内容を確認 した脳死判定委員会等の作成ではだめか｡
答

1.脳死判定の的確実施の証明書は､哨死判定を行った医師が､判定が的確に実
施 されたことについて証明書を作成 し嫡出医に示すことにより､摘出医が法的
に死亡 したことを確認 して臓器の摘出手術を行 う目的で作成 され るものであ
､る｡'
このため､臓器移植法においては､脳死判定を行った医師全貞により的確
実施の冒
正明書を作成することとされている｡

｢
行い得るすべての適切な治療｣とは､臓非提供施股で通常行われているレベ
ルの治療を意味 し､その治療内容は､医学的に妥当なものであって社会的に理
解が得 られていなければな らない｡なお､患者家族に対 して､治療方針等 (
代
替的治療法がある場合には､その内容等を含む｡)について十分に説明がなされ
なければならない｡

間 13 家族に臓器提供の選択肢を提示する前に､脳低温療法､バ ル ビツレー ト療法
. や開頭手術等の特別な治療が必要 となるのか｡

答･ 上記問答を参照｡脳低温痴睦 ､バル ビツレー ト療法､あるいは開頭手術等の治
療を行 うか否かは患者の病状に応 じて担当医師 (
団)が判断すべきものであり､
必ずそれ らの治療を行 うことが捷亡
即日死判定の条件 とされているものではないb

2.したがって､あくまでも脳死判定の実施及びその結果に責任を持つ 2名以上
の医師全員が､的確実施の証明音に記名押印又は署名する必要があり､直接脳
死判定に係 al
責任を有 さない脳死判定重点会等が的確実施の証明書を作成す
ることはできない｡

間14 二次性脳障善の場合であって､蘇生後脳症 となって しまった原因 (
心停止 と
なった原因等)が明 らかでないときは､法的脳死判定を行 うことができないの
か｡

間 11 脳死判定委員会等の位置づけについて､厚生労働省 としてはどのように考え
ているか｡脳死判定委員会等の役割についてマニュアルに記載すべきではない
か｡

答

1.臓器提供施設の要件 としては､
(
D倫理垂貞会等の重点会の承認を経て､施設全体について､脳死下での臓器
提供手続を行 うことに関する合意が得 られていること
②適正な法的脳死判定を行 う体制があること｡特に絵的脳死判定を行 う医師
についてあらか じめ選定を行 うこと
等を求めている｡これ らの要件を括たすために､それぞれの施設において最 も
適 した体制を整備することが望ま しく､脳死判定委員会等の設置の必要性ある
いはその役割についても各施設0
7判断によるものと考える｡

2･なお､琴的脳死判定は､あくまでも 2名以上の脳死判定医の責任で行 うもの
･21･

答

器質的9那綿 の原因が蘇生後脳症であることが確実に診断 されている場合に
おいては､｢
原疾患が確実に診断されているJ と解 して差 し支えない｡なお､蘇
生後脳症の原因が明 らかでない場合は､｢
確実に診断 された内因性疾患により脳
死状憶にあることが明 らか｣,
とはいえないため､ガイ ドライン第 12の 5に規
定 されているとお り､法的脳死判定を行 う旨を速やかに所轄警察署長に連絡す
る必要がある｡

(
4)除外例 .
間 15 低体温等により除外例に該当する場合､その後､除外例に該当する状態でな
くなったと考えられるときは､由的脳死判定を行 うことは可能か｡

･22･

答

脳死判定基準において低体温､急性薬物 中毒等の脳死に輝似 した状況にな りう
る病態が除外 されているのは､それ らの病態では治療の余地が残 っている可能
性があるか らである｡ したがって､治療 を継続 してい く過程でそれ らの病態が
無 くなった と確実 に説明‑
t
o
きる (
例 :6歳以上の場合で深部温が 32℃以上 と
なる)のであれば法的脳死判定は可能である｡

間 16 脳死判定の除外例にお ける代謝性障害又は内分泌性障害 とは､先天性疾患の
場合 も含むのか.
答

除外例にお ける代謝性障害又は内分泌性障害 とは､深昏睡及び 自発呼吸の消失
に至る原因 として当該疾患が絡 め られ る場合 をいい､先天性疾患であるか否か
にかかわ りな く､深昏睡及び 自発呼吸の消失の原 園であれば､除外例 となる｡

無呼吸テス トを行 う上で望ま しい体温 とされ る深部温 35℃以上 とい う基準の
違いは何か｡
啓

安全かつ安定的に無呼吸テス トを行 うための望ま しい全身管理に係 る基準であ
る｡

重常 な不整脈がないこと｣ とあるが､ どの程度を重篤 とい うのか｡また､
問 20 ｢
ペースメーカーを挿入 していた場合には どの よ うに取 り扱 うべ きか (
法的脳死
判定はできるのか)
0
答

問17 位的脳死判定の除外例 の中に感染症は含 まれないのか｡
答

1.感染症の確認は､臓器提供ができるか どうかに関係す るものであって､法的
脳死判定の除外例には含 まれないが､臓器提供を行 うことが禁忌 と‑
なっている

HI
,
V､
.
HTI
N‑1等)に感染 していることが法的脳死判定前に判明 し
感染症 (
た場合には､臓器提供はできないため､法的脳死判定 も行われない｡
2,なお､法的脳死判定の前に各種感染症検査の結果等､ドナー適応基準を満た
しているか どうかを臓器提供施設において全て検査 ･確課す る必要はな く､既
に臓器提供施設で行 っている検査 に加 えて追加的に必要な検査がある場合 に
は､コ｢デ ィネ一夕‑が家族か ら脳死判定承諾書及び臓器提供承諾書を得た段
階で採血 し､HLA検査センタ｢等 において必要な検査を行 うD

｢
重篤な不整脈がないこと｣とは､無呼吸テス トを含む法的脳死判定を安全に
行 うことが困難であると判断 され るよ うな不整脈がないことを指す｡ したがっ
て､ペースメーカーを挿入 している症例で も､安全 に法的脳死判定が実施でき
ると判断 され る状態であれば､当該判定を実施 できる｡

間 21 血圧*I
定法は国際基準に基づき行 う必要があるのか｡
.
答

各施設において通常行われている血圧&幅 で差 し支 えな く､観血的測定又は非
観血的測定のいずれでもよい｡

間22 法的脳 死判定の間は血圧 が継続 して基準倍以上に保たれなければな らない
のか｡それ とも検査開始前 に血圧が基準値以上 あればよいのか｡また､1回 目
の判定の後､血圧等 に変動 を来 し､･
6時間以上甲経過後 に行 う2回 目の判定が
不可能 となった場合､血圧が安定す るのを待 って再開 してもよいのか､又は中
止すべきなのか｡また､昇圧剤の増量等を行 うことは可能か｡

(5)生命徴候の確認

間 18 体温測定法は､どのよ うなもの とすべ きか｡また､体表温がすでに十分に高
い ことが確認 された後で も､深部温を確認す る必要があるのか｡
答

一 32℃は脳死判定の除外例である低体温であるか否かの基準であ り､35℃は

位的脳死判定における体温は､すべて深部温で確羅す る必要があ り､聴窟迫で
ないことに十分留意が必要であるが､深部温であれば､血液温､直腸温､食道
温又は廟腕姐のいずれ も可能である｡ただ し､同 じ測定法で整合 させ ることが
望ま しい｡

問 19 法的脳死判定の除外例 としての 6歳以上は深部温 32℃未満 とい う基準 と､

･2
3･

答

1.収縮期血圧の基準は､低血圧では脳 の血液潜流が障害 されて起 こる脳低酸素
症 によ り､本来の意職水準や神経学的所見が正確 に検査できないため､設け ら
れているものであるO脳死判定の過程 で若干血圧が下がっても､昇圧剤の使用
等によ り､基準値が維持できれば問題 ない｡
2.また､2回 目の判定を行 う前 に血圧が基準値 よ りも下がった場合には､昇圧
̀ 剤の使用 ､輸液等 を行い､血圧が安定す るのを待 って基準値以上であることを
確許 した上で､2回 目の判定を行 うことは可能で ある｡

(6)脳死 と判定す るための項 目

･24･

咽頭反射についても左右に分 けてそれぞれ結果 を記載す ることを妨げるもので
はない｡ また､咳反射 を明確 に左右別 に検査す ることは困難 であ り､左右に と
らわれ る必要はない｡

① 深昏睡

間23 頭部外傷で昏睡状態で搬入 された患者 に革梢性 で両側性 の三叉神経又は顔
面神経め障害があった場合､ どのよ うに取 り扱 うべ きか｡

④ 平坦脳波
答

脳牢判定 に必要な脳幹反射 の消失等を医学的に確認 できない と判断 され,
るよ
うな障害が疑われた場合には､｢
脳死 とされ うる状態にあるとの判断｣はできず､
当然法的脳死判定を行 うこともできないD

間27 判定マニュアルの ｢
脳波検査の実施例Jの内容 については､準拠 しない と法
令違反に問われ る可能性があるよ うな性質のものなのか｡
答

② 瞳孔の固定 ･散大

判定マニュアルの ｢
脳波検査の実施例｣は､従わなければ法令違反 に問われ る
･よ うな性格 のもので はないが､アーチファク トを防止 して良質 な脳波検査 を行
うための実施例 であるので､参考に していただきたい｡

ドナーの経過観察中に二度 でも瞳孔径が 4mm よ りも縮小 した場合､どのよ
うに取 り扱 5
J
べきか.

間 24

間 28 平坦脳波 (
いわゆる EGI
)の定義は､具体的には何かO
容

瞳孔の散大､固定 (
嘩 孔径が 4J
nt
n以上)は刺激 に対す る反応がないことを示
す ものであ り､脳死判定の経過 の中で瞳孔が変化 し4mm 未満 となった場合に
は､脳死 と判定できず法的脳死判定を中止 しなければな らない｡ただ し､瞳孔

答

平坦脳波 とは､r
適正な技術水準を守 って測定 された脳波において､脳波計の
内部雑音を超 える脳 由来の電位 がない脳波であること｣をい う｡

が再度 4mm 以上にな り瞳孔周 定 となった場合には､最初か ら法的脳死判定を
や り直す ことは可能である｡
問 29
③ 脳幹反射の消失

答

間 25 眼球損傷や鼓膜損傷の療合､脳死判定は可能なのか｡
答

1.義眼の方な ど眼球損傷がある場合には､脳幹反射の消失を確認できないため
脳死判定はできない. なお､心停止下での臓器提供は可能である｡
2.‑万､鼓膜損傷については､従来､前庭反射のテス f
:
の際には鼓膜損傷のな
‑ いことを確敵す ることとしてきた ところであるが､判定マニュアル において､
鼓膜に損傷があっても検査は可能であることとされてお り､脳死判定は可能で
ある4

間26 咽頭反射及び咳反射については･左右 に分 けた検査が必要なの/
ではないか｡
答

咽頭反射については､左右 を繰 り返 し検査 し､全 く反射が消失 しているものを
消失 とす るが､その検査結果 については､脳死判定記録書 (
書式例)に､左右
に分けず検査の結果 を記載す るこ とを標 準 としている｡ ただ し､
■施設において

･25･

｢
シール ド電極｣ とは何か｡

シール ド電極 とは､アーチファク トの混入を防止するた桝 こシール ドされてい
る電極のことである｡各施設で電極 をアル ミ箔で葎 うこと等によ り簡易 シール
ドとす る‑
こともできるが､市販 のシール ド電極については脳波計 を取 り扱 って
いるメーカ‑に問い合わせ をされたい｡

間30 脳波検査中の刺激の うち､閃光刺激は不要か｡
答

不要であるが､簡便な検査方法であるので､閃光刺激を行 うことを妨げるもの
ではない｡

聞 31 脳波感度 を上げて測定す る時間は どの くらい必要なのか｡感度を上げて軌定
す るのを 30分間行 う必要があるのか｡
答

通常感壁 と高感度 を合わせ て合計 30分の記録ができればよい｡また､高感度
にす る時間は､その状態で脳波が平坦であることを確認す ることができるだけ

･
26･

ーの時間をかけることが必要である｡

間 32 脳波測定の機器は､デ ジタル脳波システムで もよいのかCまた､その場合に
脳波の記録を電磁的記録 として保存 してもよいか｡

問 36 無呼吸テ不 トの際に収縮期血圧が一定以上 (13歳以上であれば 90mmHg
以上な ど)であることが求め られているが､その根拠は何か｡
答

答

平坦脳波を確認す る際に用いる機器 に特段の規定はない｡また1,
脳波の記録な
どの添付書額を含 め臓器移植法及び臓器移植法施行規則 で保存す ることとされ
ている文書については､続によらず電磁的記録による保存 も可能である｡

患者 の安全性 の確保等 の観点か ら無呼吸テス トを実施 で きる一般的 レベル と
みなされているか らである.

間37 無呼吸テス トの検査終了時が法的脳死判定の終了時 となるが､具体的にはそ
の時点はいつになるのか｡
⑤

自発呼吸の消失
答

間 33 無呼吸テス トをバイ タルサイ ンの悪化な どテス トの続行が危険であること
を理由に中止 した場合､それまで行われ た脳幹反射 の消失等の確瓢結果は有効
か｡有効な場合､いつテス トを再開すればよいのか｡

答

1回 日あるいは 2回 目の脳死判定の際の無呼吸テス トの途 中で､患者のバイタ
ルサイ ンの悪化等によ り無呼吸テス トの続行を中止 した場合には､それ までに
行われたその他の検査結果が無効 になるものではな く､患者 のくく
イ タルサイン
等が落ち着 くのを待 って､再度テス トを実施す ることは可能である｡ ̲

間 34 無呼吸テス トを行 う際にまず 1
00%酸素を投与す る場合 に､判定マニュアル

においては､r
気管内吸引用カテーテル を気管内チューブの先端部分か ら気管分
岐部直前の間に挿入す る｣となっているが､カテーテル を挿入す るのではなく､
人工呼吸器 を連結 したまま､換気 は中止す るが定常流の酸素を投与す る方掛 ま
可能か｡
答

質問の方法によることも可能である｡

2回 目の無呼唆テス トを行い､当該判定医によって PaCOBが 6QmmHg以上
に上昇 していること及び無呼吸であることの両方が確認 された時点が無呼吸テ
スト(
及び法的脳死判定)の終了時､す なわち絵的な死亡時刻 となるO
'なお､
この場合には､実際の測定時点 と確認時点のタイムラグを最小化す るよ うな体
制 をとること (
例 :測定機辞 を I
CU の近 くに設置す る等)が望ま しい.

(
7)観察時間
間 38 法的脳死判定を行 う上で､その開始時刻並びに第 1回 目及び第 2回 目の間の
観察時間の設定は脳死判定終了時を決定す る重要な要素であるが､これ らは ど
のよ うに決定すべきなのか｡
答

1･臓器移植捷施行規則において時､ 1回 日の判定終了時か ら2回 E
l
の判定開始
時までの間隔を 6時間 (6歳未満は 24時間)以上 とす ることとしている｡
2.これ以外 には､1回 目の法的脳死判定の開始時刻や 1回 目の判定終了時か ら
2回 目.
の判定開始時までの間隔については､基本的には臓器埴供施設の判断に
重ね られているところである.
3.なお､観察時間を延長 した場合 ､可能な限 り時間を延長す る理由の客観性を
担保 し､節線を残す ことが望ま しい｡

間 35 無呼吸テス トにおいて 0 2を投与す る気管内吸引用カテーテルの位置 をX線
等で確認す る必要があるか｡ また､ 目盛 り､挿入深度等 を記録 してお く必要は
あるか｡
､
答

質問のよ うな確認 ･記録を行 うことを妨 げるものではないが､必ず しもカテー
テルの位置をⅩ鹿検査等で確認す る必要はな く､気管分岐部直前に挿入 されて
いることが何 らかの形で確認 されていればよい｡ また､ 目盛 りや挿入深度を記
録す ることも求 めていない｡
･27･

(8)脳死判定に関するその他の事項

間 39 法的脳死判定には､コーデ ィネーターが立ち会 うことI
tl
され ているのかDま

た､立ち会 う場合 ､コ‑デ ィネ一 夕‑は法的脳死判定に ミスがないか どうかを
確認す ることとしているのか｡
･28･

啓

脳死判定に立ち会 う家族 の依頼 を受 け､コーデ ィネーターがその家族の支援を
す るとい う立場で立ち会 う土とはあ り得 るが､脳死判定はあ くまでも脳死判定
医の責任 で行 うものであ り､コーデ ィネータ.
‑が脳死判定のミスがないか どう
かを確認す ることとされているものではない｡

として どの段階まで作成保存義務が硯せ られ てト､
るのか｡摘出手術までか又は
お見送 りまでなのか｡ ̀
答

1.<
看護記録､診療録等の治療に係 る記録は､当該患者 を治療す ることに係 る記
' 録であ り､捷的には､法的脳死判定が終了 した時点までについて必要事項を記

間40 脳死判定の手順 について疑問がある場合､ どこに相談すればよいか｡

載 していれば足 りる｡ しか しなが ら､各施設にお ける判断に基づき､臓器摘出
まで又は串見送 りまでの経過 を記録す ることを妨 げるもQ
jではないB̲

豆.なお､臓器摘 出記録には､臓器移植法施行規則第 6粂第 1項第 10号に基づ
答

法的脳死判定を実施す る際に,法律の解釈等について疑問があった場合には､
厚生労働省臓器移植対米室までお問い合わせ を頂 きたナ､
｡
また､法的脳死判定を実嘩す る場合であって､脳波測定や脳死判定の前提条件
な ど医学的内容 に関 して疑問がある場合 には､ 日本脳神経外科学会及び 日本救
急医学会にご協力 をいただき､支援体制 を構築 しているところであ り､ネ ッ ト

き掃出を受けた者 に対 して行 った検査の結果を記載す ることとされてお り､法
的脳死判定後に ドナーに対 し何 らかの検査 を行 っている場合 には､摘出医は､
その検査結束を臓琴摘出記録に記載 しなければな らないこととされている｡こ
のため､法的脳死判定終了後 に行われた検査の結果 は､臓器摘出記録 として記
録が作成 ･保存 され ることとなる｡

ワークを通 じて必要な支援 を要請 していただきたい｡

間41
答

r
長期脳死｣ とは何か｡

一般的な定義があるわけではないが､｢
小児における脳死判定基準に関す る研
平成 1 1年度厚生科学研究費特別研究事業)においては､脳死判
究班報告書 J (
定後心停止に至 るまで 30 日以上を要 した症例を長期脳死例 と定義 している｡
この中で､成人に比べ基礎疾患が少ない小児 では､長期脳死例の発生は､脳死
の原 因 (
※)や､十分 な栄養 と酸素の補給等の全身状態の管理な どの要因に左
右 され ることがあ り､必ず しも早期に心停止に至るとは限 らない とされている｡
ただ し､脳死判定がなされたいずれの場合 も､どんな治療を しても回復す るこ
とはな く､心停止 に至るとされている｡
(
※)成人の場合は､頭部外傷､頭蓋内出血､脳出血などによる‑次位脳障害が多いのに対
し,小児は､窒息､溺水などによる二次性脳障害の割合が､成人に比べて高い｡

(9)法的脳死判定後の対応
間 42 各移植実施施設への ドナー情報の第一報は､ どの時点でなされ るのか｡
答

ネ ッ トワーク本書郎こおいて､選択基準に基づ くレシピエン ト選択の上､第 2回
目の法的脳死判定が終了 した時点以降に､優先順鹿 の高い レシ ピエ ン ド候補者
の移植実施施設‑第一報がなされ ることになるq

間43 ドナ二の死亡が判定 された後､診療録や看護記録等の記録については､病院

･2
9‑

ー30･

デ ィネ‑ クーが家族への説 明の前 にそれ らの可能性 を担 当医師等 に確認 して
お くとの趣 旨であ り､その時点で所轄警察署に確認す ることまで求めているも
のではない｡
2.また､警察への第一報は､汝的脳死判定を行 う前に医師によ り行われ る必要

7 検視等の手続

間 1 明 らかな自損事故による死亡事例で､犯罪性が全 くない と思われる場合でも警
察に通報する必要はあるのか｡
答

犯罪性の有無については最終的に警察において確認 され る事項であるので､ガ
イ ドライン第 12の 5の とお り､確実に診断 された内因性疾患によ り脳死状態
にあることが明 らかな者以外の者 について､法的脳死判定を行お うとす る場合
は,警察署に連絡す る必要がある二

がある｡

間 5 睦的脳死判定を終了 した後に､ドナーの家族が臓辞提供‑の同意 を撤回 した場
合又は検視､実況見分等によって司牡解剖が行われ ることとなった場合には臓
器提供ができな くなるが､法的に脳死 と判定 された ドナ‑が心停止に至った堤
合､
(
a)法的に死亡 とみな され るのは法的脳死判定終了時か心停止時か｡

間 2 脳死の原因が明 らかに内因性疾患 と診断 され る場合においても､その疾患で倒
れた際の状況によっては検視 あるいは司法解剖 を行 う可能性があ り､対象者が

(
b)心停止 に至る前に人工呼吸器 によ争呼吸管理等 を中止す ることは可能か｡
(
e
)家族が同意を撤回 した後心停止 に至 るまでの期間の治療 (
処置)については､
誰が費用を負担す ることになるのか｡保険診療扱い となるのか｡生命保険に
‑ついてはどうか｡

ある場合にはす.
J
<て所轄警察署‑連絡すべきではなし丁
のか｡
答

1.患者が死亡 した原 因が内因性疾患 と確実に診断 されている場合､通常､警察
‑の連絡は行われていないところである｡脳死下での臓器提供が行われる場合
について も､一般の取扱い と異 なるものではな く､すべての事例について所轄
察署に連絡す ることが必要 となるものではない｡
2.しか しなが ら､内因性疾患 と考 えられ る場合であっても､例 えば 口論 してい
る最早に脳出血で倒れた ときな ど､具体的状況によって犯罪性が完全に呑定 し
きれ ないよ うなこともある｡このよ うに犯罪が発生 している可肯E
性がある場合
には警察に通報す ることが適切である｡

間 3 所轄警察に渡す必要書叛には脳死判定記録書 も含まれ るが､その解に脳波記録
はどのよ うに取 り扱 うのか｡
答

､

答

(
a) 2回 目の法的脳死判定が終了 し脳死 と判定 された場合には､その後に臓器提

供が行われな くなるような事態が発生 した としても､ 2回 目の判定終了時点
a
が死亡時刻 となる (
参照 :ガイ ドライン第 10)
(
b)質問のよ うな状況において人工呼吸器 による呼吸管理等を中止す ることは､
通常の医療行為の過程で蘇生不可能 となった患者に対 して当該施設において
行われている対応 と基本的に同一 と考え られ る｡

(
C
)法的脳死判定終了後に家族が同意を撤回す るな どによ り臓器提供が行われな
くなっキ場合にも､法的脳 死判定を行った施設 には､ネ ッ トワークの費用配
分基金か ら所定の費用が支払われ ることとなっている｡また､生命 保険につ
いては､それぞれの保険会社の判断によるも,
n と考え られ る｡

､一般的には所轄警察署 として脳 波記録を確認 ･保存す る必要性は想定 しづ らい
が､具体的に当該警察署 との話 し合いの中で脳波記録 を渡すか どうか決めて差
し支 えない｡

間 4 第 1次評価に必要な情報の中で ｢
検視の必要性｣等 とあるが､それ らは家族に
コーデ ィネーターが説 明す る前 に確認が必要 な事項 とい うことか｡､
さらに､所
轄響蕪への第一報 (
検視の必要性等の確認) は､その時点で行 うのか｡ また､
第一報を入れるのは､担 当医師か､それ ともコーデ ィネータ‑か｡
答

1.第 1次辞価に必要な情報 として含 まれている ｢
検視の必要性｣等 とは､コ一

･31･
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8 臓器の摘出と搬送

閉 1 摘出手術中の呼吸循環管理医や､手術介助等を行 う看護師は､臓辞埋供施設で
人員確保するのか｡

間 4 臓器搬送の調整一般の責任はどこにあるのか｡特に､各都道府県の消防 ･
.
防災
一部局や警察部局が臓器搬送の要請を受諾後に寒天侯等によ りフライ トできない
場合､又は受諾後 に本来業務の緊急要請があった場合には､代背手段の確保は
誰の責任におしT
て講ずることとなるのか｡

答
答 ･ 術中の呼吸循環管理を担 う医師及び手術室の外回 りの役割を担 う看護師は手
術室を熟知 した臓器提供姑設の医師及び看護師が担 うことが望ま しい｡摘出干
術の際の器枕出しの看護師は､摘出チームにおいて人員を確保することとなる｡
.
なお､人見の関係で臓器提鹿施設におい七呼吸循環管理医を確保できない場合
は､コーディネータ丁を通 じて移植施設か らの派遣を要請することも可能であ
る｡なお､この場合は､ネ ッ トワークを通 じて配分 され る脳死臓器提供管理料
が減額 されることとなる｡

､間 2 臓器摘出手術時の更衣 (
滑潔更衣)は､摘出チームが持参するのか.また､手
術室に入るコーディネータ‑の着衣の準備は どこがするのか｡手術までに保管
用の冷蔵庫 ･冷凍庫を提供する必要がでてくると思われ るが､ どれほどの容丘
が必要か｡

間 5.これまでの事例における搬送協力依頼o
j実例を教示願いたい (
搬送の何時間前
に誰に対 してどのような依輔を行ったのか等)
C
答

搬送協力の依輔は､これまでの例を.
平均すると♪搬送実施の 6‑ 8時間前に､
ネ ッ トワークか ら事前に定められている担当者 (
消防 ･防災担当部局､警察担
当部局等)に連絡を行っている｡

間 6 各都道府県において､搬送依頼を受ける窓 口となるのはどこが適当なのか｡

沓
答 . 臓給摘出手術時の清潔更衣については､原則 としては摘出チ‑ムが持参する｡
また､三一ディネ一夕‑の着衣については､コーディネーターが持参 している｡
冷蔵庫等の容量については1
'臓器の摘出手術時に必要 となる生理食塩水又は乳

臓器搬送に係 る調整の責任は､臓器あっせん機関としての子 ッ トワークにあ り､
･
代替手段の確保はネ ッ トワークが行 うことになる｡

各都道府県に対す.
a搬送の依頼については､別途特段の取 り決め (
衛生担当部
局がネ ッ.
トワークか らの要請をとりまとめるなど)がない限 り､ネ ッ トワ‑ク
̲
が直接､各都道府県の消防 ･防災部局又は警察部局に連絡す ることとしている｡

酸加 リンゲル液が 10‑ 15リッ トルが入 る程度で十分である｡
間 7 ‑ リコブタ‑で搬送を行 う場合に､県域以外の場外離着陸場を使用するときは､
その確保はネ ッ トワークが行 うと理解 してよいか｡
間 3 摘出手術中の記録経過は病院に残 されるのか｡1
また､病院 として摘出記録を残
すことは必要なのか｡
答

答 . 県境を越えた場外離着陸場を使用する場合には､当該場外離着陸場を管理する
都道府県の担当部局にネ ッ トワークより連絡することとしている｡

1.臓器の締出は各摘出底の責任において行われるものであ り､臓器摘出記録の
法律上の作成義務者は各臓器 ごとの摘出医､原本の保存義務者は各掃出医が所
属する医療機関の管理者である (
参照 :
臓器移植法第 10粂第 1項及び第 2項)
.
2.臓器提供施設 自体には臓器移植法において摘出記録の保存義務は課せ られて
いないが､写 しがネ シ トワークの移植 コーディネーターより担当医師等に硬 さ
れるので､診療録等に添付するなどして保存 していただきたい (
参府 :ガイ ド
ライン第 12r
の 4)
. また､移植 コrディネークーが別途作成す る摘出手W.
の
経過記録の写 しも､コーディネータ‑か ら手術室担当者に提出されることにな
る｡

･33･

･34･

間 4 各承諾書等 について､コーデ ィネーター指定の用紙 を使用す ることが義務づけ

9 ネッ トワーク及びコーディネーターの役割

られているのかC
■
問 1 ネ ッ トワー クの連絡先 (
0120･
221
01
4g)に電話をす ると ｢
直 ちに｣コーデ ィネ

承諾書等については､ある特定の横式のものを用.
いることが義務づ けられてい
るものではないが､コーデ ィネー ターが持参 した書類 (
承諾書等)は､捷的に
必要な事項をすべて満たす ことが確認 され ているものであ り､ また､臓器捷供
に関す る説 明 と承諾手続 は コーデ ィネーターが主体的に責任 を持って行 うもの
であることか ら､ コーデ ィネータこの持参 した書類 を使用することが適 当であ
る｡

答

ーターか ら折 り返 し電話があるとい うことだが､だいたい どの くらいの 目途で
連絡があるのか｡
1,留守番電話は､コーデ ィネーターの携帯電話に転送 されるよ うになっている
が､コーデ ィネーターは留守番電話 に録音 された後概ね 10分以内には折 り返

答

し連絡す るよ う努めている｡ しか しなが ら､携帯電話の電波が届かない地域に
いる場合等に多少折 り返 しの連絡が遅れ る場合 もある｡
2.なお､留守番電話には､名前､所属医療機関及び連絡先 (
電話番号等)を明
瞭に録音するよ うお願い'
したい｡

間5 脳死判定承諾書及び臓器摘出承諾書の ｢
立会人｣ とは誰 を指すのか｡
コーデ ィネーターの説明を直接聞いた家族 の うち､終意 を取 りまとめ代表 とし

答

て署名 を行 った者以外の者や､ コーデ ィネー ターの説 明に立ち会った病院の職
員を指す｡

問 2 コーデ ィネーシ ョン時において都道府 県 コーデ ィネーターの果たす具体的な
役割は何か (
特に､脳死下での臓器提供 の場合 と心停止下での臓器碍供の場合

で違いがあるのか)
｡
都道荷県 コーデ ィネータ‑は､各都道府県､腎 (
臓器)パ ンクや医療機関等に
所属 し､臓器のあっせ んに係 る業務 を行 うことについてネ ッ トワークよ り委嘱
を受 けている者である｡実際に臓器提供 の可能性が生 じた際には､臓器移植 を
円滑に推進す るため､ネ ッ トワー クの指揮命令下で､概ね
①死亡 した者 の意思確認やその家族 の意思確詠の支援
② ドナー候補者発生施設､臓器摘出チーム､移植実施施設の相互の連携 の支援
③臓器の機能に係 る検査や臓器 の搬送の支援
等の諸活動 を行 うものであ り､ これ らの役割 については､脳死下での臓器環供
‑の場合 と心停止下での臓器提供 の場合で基本的な相違がある一
ものではない｡

答

間 6･ ドナー候補者の第 2次評価 はどのよ うに実施 され るのか｡また､その際にはコ
ーディネーターはどのよ うに関与す るのか｡
答

ドナー候補者の医学的状況についてのいわゆる第 2次評価は､コーディネータ
ー とメデ ィカル コンサル タン トの共同作業であ り､現状では､ コーディネータ
ーが情報収集を行い､メデ ィカル コンサル タン トが判断する｡
*メデ ィカル コンサル タン ト:ネ ッ トワー クにおいて,移植 に係 る ドナーの状
憶､提供 され る臓器 について医学的評価 を行 う業務 を委嘱 している医師｡移
植医療一般 あるいは各臓器 ごとに高い専門性 を有 している｡

間7

ドナー候補者か らの採血検査 に際 し､H IV検査は､本人の承諾がない と採
血 ･検査をできないのではないか｡

間 3 コーデ ィネーターが家族 に説明す る際に､病院側 の職員 (
主治医､
脳死判定医､
ケースワーカー等)が立ち会 うことは可能か｡

答
答

各施設における具体的状況に鑑み､家族 の希望があれば､主治医､
脳死判定医､

･ ケース ワーカー等 の病院側 の職員が立ち会 うことは可能である｡実際には､
.
柄
院側の考えをコ｣デ ィネ一 夕一に伝 えた上で､コーデ ィネー ターか ら家族 に希
望がある場合には病院側 の職員が立ち会 うことが可能である旨を説明 し､立会
いについて承諾 を得 るとい う手順 を踏む ことになると考 えられる｡

1.H IV検査については､平成 16年 10月 29日付 け健疾感発第 1029004
号産生労働省健康局疾病対韓課長通知
IV検査の実施について』の改廃
について (
H IV抗体検査 に係 る迅速 な検査方法の導入等)｣において､人権
保護の観点か ら本人の同意を得て検査を行 うこととされている｡
2. しか しなが ら､上記の通知においては､｢
患者本人が意識不明である等によ
り同意が とれない状況においては､医師の判断によってH iV検査を実施する
ことも認 められ る｣とされていることか ら､本人の明示的な同意がな くとも ド

｢
『
H

ナー候補者か ら採血 し､H IV検査を行 うことは可能であると考えるOただ し､

‑35･

･36･

患者が小児であるときは､当該検査の実施 に当た り､保護者 の同意を得て行 う
こととされていることに留意す る必要がある｡

10 報道機関への対応

間 1 改正韓に基づ く家族承諾による臓器提供を行 った場今､施設 として記者会見を
開催す る必要はあるのかJ
答 ー ドナー発生施設 にお ける情報の公開時期や方法については､法改正前 と同 じく
施設マニュアル第 16華の記載 に従い､各々の施設の判断によることとなる｡
特に､施設 として､あ らか じめ､■
医療機 関内の関係者 によ り臓辞提供に係 る情
報の公表についての方針 (
時期､方汝等)を決めてお くことが望ま しいo

間 2 臓器提供施設 として､家族の承諾 を得た上で記者会見等を行 う際には､厚生労
働省に報告す ることが義務づけ られているのかO
答

質問のよ うな報告が義務づけ られているものではないが､適宜連絡いただけれ
ばあ りがたい｡ また､いずれ にせ よ当面脳 死下での臓器提供が行われ る際には
ネ ッ トワー クよ り逐次厚生労働省に対 して報告が行われてお り､その報告によ
り厚生労働省 として状況を把撞する土 とになると考え られ る｡

閉 3 臓器提供施設 として情報 を公表する タイ ミングは法的脳死判定終了後 とす る
予定であるが､それで よいか｡ それが好 ま しくない とすればいっの時点が よい
のか｡

答

各臓器提供施設にお ける中表時期については､法的脳死判定終了後 とすべきで
‑ あるが､具体的な時期 については､当該施設にお ける通常診療 の状況､法的脳
死判定後 の ドナー管理の体制等に基づ き各施設におい て判断す ることとなると
考える｡なお､その判断に当たっては､施設の▲
方針 のみではな く､具体的事例
にお ける ドナーの家族 の意向 も考慮 に入れ ることが必要であ り､例 えば家族か
ら'
施設の公表時期 を連体のお見送 り後に してもらいたい との要望があった場合
には､これ を尊重 し公表時期を決定す ることが必要である｡

問 4 1特に小児か らの提供の可能性が生 じた場合､臓器提供施設は厚生労働省に連絡
を行 う必要があるのか｡
答

･37‑

提供施設は､厚生労働省に直接連絡す る必要はな く､通常の提供事例 と同様に
ネ ッ トワークに連絡すればよい｡
なお,提供施設か らの連絡を受 けたネ ッ トワー クよ り厚生労働省 に情報提供が
‑
'
38･

なされるため､厚生労働省より提供施設に連絡を行わせていただく場合があり
うる｡

11 臓器提供に関する費用

間 1 臓器提供施設は､臓器提供に係 る費用の うちどこまで請求できるのか｡
啓

1.法的脳死判定や採取術 中の管理を含めた ドナー管理に要 した費用等について
･
は､レシピエン ト側め医療保険か ら支弁されるため､各移植実施施設からネ ッ
トワークた支払われ､臓器提供施設に配分 されることとなる｡具体的に配分さ
れる金額は､ネ ッ トワークの臓器移植費用配分規程に定められている｡なお､
法的脳死判定か行われた後､臓器提供に至 らなかった場合においても､ネ ッ ト
ワークの費用配分基金から所牢の金額が支払われることとされている｡
2.また､報道機関‑の対応､情報公開の対応等に係 る費用については､最終的
に臓韓提供が行われたか菅かにかかわ らず､各臓器提供施設か らの申請に基づ
き､200万円を限度にネ ッ トワークか ら交付金が交付 されることとされてい
る｡
3. 詳細については､ネ ッ トワークまでご連絡をいただきたい｡

間 2 臓舘の搬送に係る費用負掛 まどのようになっているのか.

答

･39‑

臓器の搬送に要 した費用については､レシピエン ト側の医療保険か ら療養費と
して支給されることとなってお り､その額は移送費の算定方法により算定 され
ることとなっている｡

･40･

① 自ら死後に臓器を提供する (しない)旨
(
牲 1)脳死後では提供せず､心停止後に限 り提供する場合は､その旨を
明言
己するO

12 臓器提供意思表示カー ド等

閑 1 意思表示カー ドの記載に誤 りがあるな ど意思表示 された書面の解釈に迷 う場

(
牲 2) 提供 した(ない臓器がある場合はこその種類を明記する｡

合は､どのように対応すべきか｡
答

②本人の意思表示であることを確露 (
証明)できる記述 (
通常は自筆署創
③本人が意思表示 (
書面‑の記載及び自筆署名)
̲を行った年月 日

1.本人意思の尊重の観点か ら､記載不備 と思われる書面であっても､記載内容
からできるか1
ぎり客観的に本人意思を判断する必要がある｡その際､
①記載内容に矛盾はないが本人意思を明確に確認する必要がある場合は､家族
等の証言も踏まえて判断すること､
②記載内容が相矛盾するものであるなど､本人意思が判断できない場合は､当
該書面に表示 された内容は不明と取 り扱 うこと
が適当である｡
2.また､改正後の臓器移植按の解釈上､拒否の意思は書面によらないものであ
っても有効であることを踏まえ､1
･
.において書面に表示 された内容が不明と
判断 される場合であっても､一律に意思不明とはせず､さらに家族等の証書に
より拒否の意思について慎重に確認 し､拒否の意思が認め られ る場合には､法
的脳死判定及び臓韓摘出は行ってはならない｡

間 2 意思表示カー ドのほか､保険証や免許証に意思表示欄が設けられるなど､意思
表示方法が多様化 したことに伴い､相互 に矛盾す る複数の意思表示のある書面

が出てきた場合､どのように提供の意思を判断すべきか｡
答

甲3点が求められる｡
2.いずれにせ よ､臓器提供に関する意思を確認する必要が生 じた場合に､第三
者が確実に掩認することができるよう､意思を表示 した書面は分か りやすい場
所に所持 ･保管するとともに､家族にも伝えてお くことが望ましいD

間 4 ･日が不 自由であることにより現行の意思表示カー ドでは意思表示ができない
方々の意思表示はどのように行 うのか｡
答

現在､視覚障害者のための意思表示カー ドの作成､配布を行ってお り､これに

‑ より対応することが可能であ尋｡

間 5 意思表示カー ドに家族の署名廟が設けられているが､そこに家族が署名するこ
とには捷的にどのような意味があるのか｡
答

̲
11臓器提供に関する意思について臥 提供する意思も拒否する意思も､これを
表示する手段専多様化することが重要であり､臓器移植法の改正により､運転
免許証や医療旗 険の被保険者証に意思表示欄 を設 けることとされたものであ
る｡

1.意思表示カー ドにおける家族の (自筆)署名は､本人が意思表示カー ドを所
持 していることを知っている家族が､そのことを確認す るために署名するもわ
であ り､括律上特段の意味を有す るものではない｡

2.なお､実際の事例に率いては､本人がカー ドを所持 していることを家族が知
っていることにより､意思表示カー ドが発見 されやす くなるものと考えられる｡

2.矛盾のある複数の書面が発見された場合には､署名年月 日を確認 し､基本的
には最も記載時点が新 しい書面が有効であ り､̀
それ以前に表示 された意思は変
垂 されたものと解釈するのが妥当である｡いずれにせ よ､最新の書面以後､特
に拒否の意思が示 されていなかったか､家族等の証言 も頗まえて慎重に判断す
ることが重要である｡

間 3 現行の意思表示カー ドや免許証 ･保険証の裏面等以外の書面で､意思表示が可
能な宰面 とは､具体的にどのような書面であるのか｡
答

1.臓器移植法においては､｢
書面による意思表示｣の ｢
書面｣の形式､必要的
記載事項等は僻に定められていないが､その記載内容は二一般的には､
･41‑

間 6 親族優先提供について､提供先を特定の者に限定する意思が表示 されていた場
合には臓辞提供 自体ができな くなるのは何故かb

答

1.臓器移植法には移植機会の公平性 とい う基本理念があることか ら､従来､提
供先を指定する意思は臓器を提供する意思 としては取 り扱わず,臓器描出を見
合わせることとしてきた｡ この場合､提供先を指定する意恩には､① ｢
優先｣
して特定の者に鹿供する意思 と､②特定の者に r
限定｣して提供する意思があ
■
る｡
2.法改正により､臓器提供の意思表示に併せて､親族に対 して優先的に提供す
る意思を表示できることとされた (
参牌 :臓器移植法第 6条の 2) ため､上記
①については､親族 (
配偶者､子及び父母に限る｡)に優先的に蜂供する場合
･42･

に限 り認められることとなった｡一方､②わ限定 して提供する意思については､
移植機会の公平性の基本理念に抵触す るため､引き続き臓器の摘出を見合わせ

･43･

