
臓器移植機関（181）

⼈⺠解放軍の第474病院 腎臓移植 新疆ウイグル⾃治区

⼈⺠解放軍の旧蘭州軍区病院 腎臓移植 新疆ウイグル⾃治区

新疆ウイグル⾃治区⼈⺠病院 腎臓移植、⼼臓移植 新疆ウイグル⾃治区

新疆医科⼤学の最初の提携病院 肝移植、腎臓移植、肺移植、体移植、⼩腸移植 新疆ウイグル⾃治区

寧夏回族⾃治区⼈⺠病院 腎臓移植 寧夏回族⾃治区

寧夏医科⼤学ハオヘ病院 肝移植、⼼臓移植 寧夏回族⾃治区

⻘海⼼臓⾎管病院 ⼼臓移植 ⻘海省
⻘海⼤学フー病院 腎臓移植 ⻘海省
⻘海省⼈⺠病院 肝移植 ⻘海省

⼈⺠解放軍の旧蘭州軍区の蘭州ハオヘ病院 腎臓移植 カムカム州

⽢粛省⼈⺠病院 腎臓移植 ⽢粛省
蘭州⼤学第⼆病院 肝移植、腎臓移植 ⽢粛省
蘭州⼤学第⼀病院 肝移植 ⽢粛省
武装警察陝⻄軍団病院 腎臓移植 陝⻄省

空軍軍事医科⼤学付属のXijing病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 陝⻄省

Shaanxi州⽴⼈⺠病院 腎臓移植 陝⻄省

⻄安交通⼤学の最初の付属病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 陝⻄省

チベット⾃治区⼈⺠病院 腎臓移植 チベット⾃治区
昆明燕庵病院 ⼼臓移植 雲南省
昆明第⼀⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植 雲南省
雲南省初の⼈⺠病院 肝移植、肺移植 雲南省

昆明医科⼤学第2付属病院 ⼼臓移植 雲南省

クンミン医科⼤学の最初の付属病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 雲南省

ZunyiMedicalCollege付属病院 腎臓移植 貴州省
桂州省⼈⺠病院 肝移植 貴州省
貴州医科⼤学付属病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 貴州省
⼈⺠解放軍の第452病院 腎臓移植 四川省

⼈⺠解放軍の元成都軍区総合病院 腎臓移植 四川省

四川省⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 四川省

四川⼤学⻄中国病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 四川省

四川⼤学⻄中国病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 四川省

陸軍軍事医科⼤学の第3付属病院 腎臓移植 重慶

陸軍軍事医科⼤学第2付属病院 腎臓移植、⼼臓移植 重慶

陸軍軍事医科⼤学の最初の付属病院 肝移植、腎臓移植 重慶

重慶医科⼤学付属⼩児病院 肝移植 重慶

  

個別で数千例の施術が確認されていて、いかに膨大な非合法行為が行われているか、推測するも怖い。



重慶医科⼤学の最初の付属病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 重慶

海南医科⼤学第2付属病院 腎臓移植 海南

⼈⺠解放軍第303病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 広⻄チワン族⾃治区

⼈⺠解放軍第181病院 肝移植、腎臓移植 広⻄チワン族⾃治区

広⻄中医薬⼤学付属のルイカン病院 腎臓移植 広⻄チワン族⾃治区

広⻄医科⼤学の最初の付属病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 広⻄チワン族⾃治区

広⻄荘⾃治区⼈⺠病院 ⼼臓移植、肺移植 広⻄チワン族⾃治区

広⻄荘⾃治区⼈⺠病院 ⼼臓移植、肺移植 広⻄チワン族⾃治区

⼈⺠解放軍の第458病院 肝移植、腎臓移植 広東省

⼈⺠解放軍の旧広州軍区の広州総合病院 肝移植、腎臓移植 広東省

フォーシャンファーストピープルズホスピタル 肝移植、腎臓移植 広東省

中⼭⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 広東省

深セン第三⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植 広東省

深セン孫⽂⼼臓⾎管病院 ⼼臓移植 広東省

曁南⼤学第⼀付属病院 腎臓移植 広東省
広東省中医院 腎臓移植 広東省
広州医科⼤学第3付属病院 腎臓移植 広東省
広州医科⼤学第2付属病院 腎臓移植 広東省
広州医科⼤学の最初の付属病院 ⼼臓移植、肺移植 広東省
サザン医科⼤学パールリバー病院 腎臓移植 広東省
南部医科⼤学南部病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 広東省
広東省第⼆⼈⺠病院 腎臓移植 広東省
広東省⼈⺠病院 腎臓移植、⼼臓移植 広東省
中⼭⼤学第3付属病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 広東省
SunYat-Sen⼤学の最初の提携病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 広東省
岳陽第⼀病院 腎臓移植 湖南省
常徳第⼀⼈⺠病院 腎臓移植 湖南省
サウスチャイナ⼤学第2付属病院 腎臓移植 湖南省
陳州第⼀⼈⺠病院 腎臓移植 湖南省
イーヤン中央病院 腎臓移植 湖南省
湖南省⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植 湖南省

肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植
中南⼤学の第3Xiangya病院 湖南省

中央南⼤学の第2翔哉病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 湖南省
中南⼤学のXiangya病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 湖南省
⼈⺠解放軍第161病院 腎臓移植 湖北省
⼈⺠解放軍の旧広州軍区の武漢総合病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 湖北省
東⾵汽⾞総合病院 腎臓移植 湖北省
武漢⼤学中南病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植 湖北省
武漢⼤学⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植 湖北省
華中科技⼤学付属のユニオン病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 湖北省
華中科技⼤学付属の通寺病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 湖北省
中国⼈⺠解放軍第153中央病院 腎臓移植 河南省



河南省漢⽅⼤学の最初の提携病院 腎臓移植 河南省
鄭州第7⼈⺠病院 腎臓移植、⼼臓移植 河南省
鄭州⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 河南省
河南省⼈⺠病院 腎臓移植、肺移植 河南省
鄭州⼤学第⼀付属病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 河南省
⼈⺠解放軍第401病院 肝移植、腎臓移植 ⼭東省
⼈⺠解放軍第107病院 肝移植 ⼭東省
⼈⺠解放軍の済南軍区の元総合病院 肝移植、腎臓移植 ⼭東省
濰坊⼈⺠病院 腎臓移植 ⼭東省
泰安中央病院 腎臓移植 ⼭東省
聊城⼈⺠病院 肝移植 ⼭東省
林義⼈⺠病院 腎臓移植 ⼭東省
煙台Yuhuangding病院 腎臓移植 ⼭東省
⼭東省千仏⼭病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 ⼭東省
⻘島⼤学付属病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 ⼭東省
⼭東省病院 肝移植、腎臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 ⼭東省
⼭東⼤学第⼆病院 腎臓移植 ⼭東省
⼭東⼤学⻫魯病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 ⼭東省
南昌⼤学第2付属病院 肝移植、腎臓移植 江⻄省
南昌⼤学の最初の付属病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 江⻄省
江⻄省⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 江⻄省
⼈⺠解放軍第180病院 肝移植 福建省
中国⼈⺠解放軍福州総合病院 肝移植、腎臓移植 福建省
厦⾨⼤学の最初の提携病院 肝移植 福建省
厦⾨⼤学の最初の提携病院 肝移植 福建省
厦⾨⼤学付属の中⼭病院 ⼼臓移植 福建省
福建省病院 腎臓移植 福建省
福建医科⼤学付属のユニオン病院 ⼼臓移植、肺移植 福建省
福建医科⼤学第⼀付属病院 肝移植 福建省
安徽医科⼤学の最初の付属病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 安徽省
安徽省病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 安徽省
⼈⺠解放軍第117病院 腎臓移植 浙江省
シュラン（杭州）病院 肝移植、腎臓移植 浙江省
寧波市ギン州区第⼆病院 腎臓移植 浙江省
寧波医療センター李慧⾥東病院 肝移植、腎臓移植 浙江省
温州医科⼤学の最初の付属病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植 浙江省
浙江省⼈⺠病院 ⼼臓移植 浙江省
浙江⼤学医学部第2付属病院 肝移植、腎臓移植 浙江省
浙江⼤学医学部の最初の付属病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 浙江省
⼈⺠解放軍第81病院 肝移植 江蘇省
⼈⺠解放軍の旧南京軍区の南京総合病院 腎臓移植、⼩腸移植 江蘇省
南京第⼀病院 ⼼臓移植 江蘇省
常州第⼀⼈⺠病院 腎臓移植 江蘇省
武⼠⼈⺠病院 肺移植 江蘇省
南京ドラムタワー病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 江蘇省
蘇州⼤学附属病院 腎臓移植 江蘇省
江蘇省⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 江蘇省
海軍軍事医科⼤学付属の⻑海病院 腎臓移植、⼼臓移植 上海
海軍医科⼤学付属の東部肝胆道外科病院 肝移植 上海
海軍軍事医科⼤学付属の⻑徴医院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植 上海
上海肺病院 肺移植 上海



上海胸部病院 肺移植 上海
上海交通⼤学医学部蓮司病院 肝移植、腎臓移植 上海
上海交通⼤学医学部付属の新華病院 肝移植 上海
上海交通⼤学医学部付属のルイジン病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 上海
上海第⼀⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 上海
復旦⼤学付属の華⼭病院 肝移植、腎臓移植 上海
復旦⼤学付属の中⼭病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、膵臓移植 上海
ハルビン医科⼤学第2付属病院 腎臓移植、⼼臓移植、肺移植 黒⻯江省
ハルビン医科⼤学の最初の提携病院 肝移植 黒⻯江省
吉林⼤学第⼀病院 肝移植、腎臓移植 吉林省
PLA463病院 腎臓移植 遼寧省
⼈⺠解放軍の瀋陽軍地域の元総合病院 腎臓移植、⼼臓移植、肺移植 遼寧省
鞍⼭鋼鉄集団病院 腎臓移植 遼寧省
⼤連友誮病院 腎臓移植 遼寧省
⼤連医科⼤学第2付属病院 肝移植 遼寧省
中国医科⼤学の最初の付属病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 遼寧省
内モンゴル医科⼤学の最初の付属病院 ⼼臓移植、肺移植 内モンゴル⾃治区

包頭鋼鉄病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 内モンゴル⾃治区

武装警察⼭⻄省隊病院 腎臓移植 ⼭⻄省
⼤同第三⼈⺠病院 腎臓移植 ⼭⻄省
⼭⻄医科⼤学の最初の病院 肝移植、⼼臓移植 ⼭⻄省
⼭⻄省第⼆⼈⺠病院 腎臓移植 ⼭⻄省
⼭⻄省⼈⺠病院 肝移植 ⼭⻄省
⼈⺠解放軍第281病院 腎臓移植 河北省
河北医科⼤学第3病院 肝移植 河北省
河北医科⼤学第⼆病院 腎臓移植、⼼臓移植 河北省
武装警察医科⼤学付属病院 腎臓移植 天津
TEDA国際⼼⾎管病院 ⼼臓移植 天津
天津医科⼤学総合病院 肺移植 天津
天津第⼀中央病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 天津
武装警察総合病院 肝移植、腎臓移植 北京
⼈⺠解放軍ロケット陸軍総合病院 肝移植 北京
⼈⺠解放軍海軍総合病院 肝移植 北京
PLA陸軍総合病院 肝移植、腎臓移植 北京
⼈⺠解放軍第309病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植 北京
⼈⺠解放軍第307病院 腎臓移植 北京
PLA総合病院の最初の付属病院 腎臓移植 北京
⼈⺠解放軍第302病院 肝移植 北京
空軍総合病院 腎臓移植 北京
PLA総合病院 肝移植、腎臓移植、⼼臓移植、肺移植 北京
北京清華⻑庵記念病院 肝移植 北京
北京You'an病院 肝移植 北京
北京友好病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 北京
北京安鎮病院 ⼼臓移植、肺移植 北京
北京チャオヤン病院 肝移植、腎臓移植、肺移植、膵臓移植、⼩腸移植 北京
北京⼤学国際病院 肝移植、腎臓移植 北京
北京⼤学第3病院 肝移植、腎臓移植、膵臓移植、⼩腸移植 北京
北京⼤学⼈⺠病院 肝移植、腎臓移植、⼩腸移植 北京
北京⼤学第⼀病院 腎臓移植 北京
北京協和医学院付属の⾩外華中⼼⾎管病院 ⼼臓移植 北京
⽇中友好病院 腎臓移植、肺移植 北京
北京病院 肝移植、腎臓移植 北京



北京協和医院病院 肝移植、腎臓移植 北京




