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下記は『心肺同時移植手術におけるドナーからの心肺摘出と保護』と題する医学論文。雲南
省昆明市延安医院の吴剣医師・他による著述で、心臓摘出の手順を説明している。 
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論文中の図2.12に示された手術手順の記載: 
ドナー（臓器提供者）が手術室に入室した後、従来通りに麻酔をかけ気管内挿管した。
臓器提供者にメチルプレドニゾロン１ｇとヘパリン（３ｍｇ／ｋｇ）を静脈内投与した。
麻酔が効き始めてから、滅菌タオルを用いた通常のドレーピングをした。通常の手術手
順で速やかに胸骨正中切開を加えた。 
 
分析： 

臨床での脳死判定は、深昏睡、脳幹反射の消失、自発呼吸の消失などの不可欠の三条
件を満たす必要がある。自発呼吸の消失とは、呼吸を維持するために人工呼吸器に依
存する必要を意味する。脳死判定には無呼吸テストによる確認も必要である。人口呼
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吸器を8～10分間取り外し、臨床的に脳死患者が自ら呼吸しようとする形跡が見られ
ないことを確認する。上記の論文記述から、下記の結論が導き出せる。 

１） 麻酔と気管内挿管を必要とするのは生存中であることから、ドナーは恐らく
生存していた。 

２） 麻酔と通常の気管内挿管が、ドナーの入室後に、実施されたことから、入室
前には気管内挿入なしで呼吸していたことが示されるため、ドナーには恐らく意
識があり、自発的呼吸もしていた。 

３） 臓器提供者は、脳死でもなく深昏睡でもない。脳死もしくは深昏睡だった
ら、入室前に呼吸と心拍を維持するための気管内挿管と点滴が必要だったはずで
ある。 

上記の分析から以下の結論が導き出せる。 

１） この論文は、医師が殺人をいかに実施したかの正真正銘の記述である。彼らの
犯罪が記録されている。 

２） この殺人の手順を記述し、インターネットで公表していることから、この殺害
が日常的に実施されていたことになり、道徳的に堕落してしまっていることが
示される。同時に、中国共産党による生存中の身体からの臓器収奪の深刻さが
反映されている。 

３） さらに恐ろしいことは、この殺害が単独の症例ではないことだ。このような殺
害は中国の全省で起こっている。1999年末に始まり、今日も続いている。 

 

 


