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(57)【要約】
【課題】虚血再灌流障害を効果的に軽減する組成物を提
供する。
【解決手段】本発明の一実施形態に係る虚血再灌流障害
軽減用組成物は、ｃ−Ａｂｌチロシンキナーゼ阻害剤を
含む。前記虚血再灌流障害軽減用組成物は、固形臓器保
存液であってもよい。また、前記虚血再灌流障害軽減用
組成物は、固形臓器移植、血栓塞栓症、及び臓器又は組
織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術のいずれ
かにおいて患者に投与される虚血再灌流障害軽減剤であ
ってもよい。
【選択図】図１

(2)

JP 2017‑57184 A 2017.3.23

【特許請求の範囲】
【請求項１】
ｃ−Ａｂｌチロシンキナーゼ阻害剤を含む、虚血再灌流障害軽減用組成物。
【請求項２】
下記（ａ）〜（ｃ）のいずれかにおける虚血再灌流障害の軽減に使用される、請求項１
に記載の組成物：
（ａ）固形臓器移植；、
（ｂ）血栓塞栓症；、
（ｃ）臓器又は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術。
【請求項３】
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前記（ａ）に使用される固形臓器保存液である、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
下記（ａ１）〜（ａ３）からなる群より選択される１つ以上に使用される、請求項３に
記載の組成物：
（ａ１）脳死ドナーの摘出前の移植用固形臓器のフラッシング；、
（ａ２）摘出された移植前の移植用固形臓器のフラッシング；、
（ａ３）摘出された移植前の移植用固形臓器の保存。
【請求項５】
前記（ａ）〜（ｃ）のいずれかにおいて患者に投与される虚血再灌流障害軽減剤である
、請求項２に記載の組成物。
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【請求項６】
下記（ａ４）、（ａ５）、（ｂ１）、（ｂ２）、（ｃ１）及び（ｃ２）からなる群より
選択される１つ以上に使用される、請求項５に記載の組成物：
（ａ４）固形臓器移植レシピエントへの固形臓器移植前における投与；、
（ａ５）固形臓器移植レシピエントへの固形臓器移植以後における投与；、
（ｂ１）血栓塞栓症患者への再灌流開始前における投与；、
（ｂ２）血栓塞栓症患者への再灌流開始以後における投与；、
（ｃ１）臓器又は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術を受ける患者への再灌
流開始前における投与；、
（ｃ２）臓器又は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術を受けた患者への再灌
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流開始以後における投与。
【請求項７】
前記固形臓器は、肺、肝臓、心臓、腎臓、膵臓又は小腸である、請求項２乃至６のいず
れかに記載の組成物。
【請求項８】
前記ｃ−Ａｂｌチロシンキナーゼ阻害剤は、イマチニブ、ニロチニブ、ダサチニブ、ボ
スチニブ、バフェチニブ及びポナチニブからなる群より選択される１つ以上、又はその薬
学的に許容される塩若しくは水和物である、請求項１乃至７のいずれかに記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、虚血再灌流障害軽減用組成物に関し、特に、固形臓器保存液及び虚血再灌流
障害軽減剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
虚血再灌流障害は、臓器移植後、血栓塞栓後、虚血を伴う手術後、心肺蘇生後及び外傷
後等、生体内において虚血後の臓器及び組織に血液の灌流が再開される場合に発症し得る
合併症である。例えば、肺虚血再灌流障害は、肺移植後の早期グラフト機能不全や、血栓
塞栓性肺動脈高血圧症に対する肺動脈バルーン形成後の肺水腫等の原因となる。肺虚血再
灌流障害に対しては、ステロイド投与、ＮＯ吸入、サーファクタント吸入等の治療法が行
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われているが、効果的な治療とは言い難い（非特許文献１）。なお、臓器移植に関連して
、移植用生体組織の保存に使用される溶液が開発されている（特許文献１、２、非特許文
献２）。
【０００３】
一方、イマチニブは、ｃ−Ａｂｌチロシンキナーゼ阻害剤の一つとして知られ、慢性骨
髄性白血病（ＣＭＬ）、フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病（Ｐｈ＋ＡＬＬ
）及びＫＩＴ（ＣＤ１１７）陽性消化管間質腫瘍（ＧＩＳＴ）に対する薬剤として使用さ
れている。また、イマチニブによる他の効果も報告されている（非特許文献３〜８）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００６／０６８２２６号
【特許文献２】特開２０１２−１１６８２３号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Suzuki, Y., E. Cantu, and J.D. Christie, Primary graft dysfuncti
on. Semin Respir Crit Care Med, 2013. 34(3): p. 305‑19.
【非特許文献２】Chen, F., T. Nakamura, and H. Wada, Development of new organ pre
servation solutions in Kyoto University. Yonsei Med J, 2004. 45(6): p. 1107‑14.
【非特許文献３】Aman, J., et al., Effective treatment of edema and endothelial b
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arrier dysfunction with imatinib. Circulation, 2012. 126(23): p. 2728‑38.
【非特許文献４】Chislock, E.M. and A.M. Pendergast, Abl family kinases regulate
endothelial barrier function in vitro and in mice. PLoS One, 2013. 8(12): p. e85
231.
【非特許文献５】Daniels, C.E., et al., Imatinib mesylate inhibits the profibroge
nic activity of TGF‑β and prevents bleomycin‑mediated lung fibrosis. Journal of
Clinical Investigation, 2004. 114(9): p. 1308‑1316.
【非特許文献６】Kim, I.K., et al., Effect of tyrosine kinase inhibitors, imatini
b and nilotinib, in murine lipopolysaccharide‑induced acute lung injury during n
eutropenia recovery. Crit Care, 2013. 17(3): p. R114.
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【非特許文献７】Letsiou, E., et al., Differential and opposing effects of imatin
ib on LPS‑ and ventilator‑induced lung injury. Am J Physiol Lung Cell Mol Physio
l, 2015. 308(3): p. L259‑69.
【非特許文献８】Marius M. Hoeper, et al., Imatinib Mesylate as Add‑on Therapy fo
r Pulmonary Arterial Hypertension ‑Results of the Randomized IMPRES Study. Circu
lation, 2013. 127(10): p.1128‑1138.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、従来、虚血再灌流障害を回避することは容易ではなかった。なお、従来
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、イマチニブ等のｃ−Ａｂｌ阻害剤が、虚血再灌流障害を軽減することは知られていなか
った。
【０００７】
本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、虚血再灌流障害を効果的に軽減する
組成物を提供することをその目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係る虚血再灌流障害軽減用組成物は、
ｃ−Ａｂｌチロシンキナーゼ阻害剤を含むことを特徴とする。本発明によれば、虚血再灌
流障害を効果的に軽減する組成物を提供することができる。
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【０００９】
また、前記虚血再灌流障害軽減用組成物は、次の（ａ）〜（ｃ）のいずれかにおける虚
血再灌流障害の軽減に使用されることとしてもよい：（ａ）固形臓器移植；、（ｂ）血栓
塞栓症；、（ｃ）臓器又は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術。この場合、
前記虚血再灌流障害軽減用組成物は、前記（ａ）に使用される固形臓器保存液であること
としてもよい。さらに、この場合、固形臓器保存液は、次の（ａ１）〜（ａ３）からなる
群より選択される１つ以上に使用されることとしてもよい：（ａ１）脳死ドナーの摘出前
の移植用固形臓器のフラッシング；、（ａ２）摘出された移植前の移植用固形臓器のフラ
ッシング；、（ａ３）摘出された移植前の移植用固形臓器の保存。
【００１０】
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また、前記虚血再灌流障害軽減用組成物は、前記（ａ）〜（ｃ）のいずれかにおいて患
者に投与される虚血再灌流障害軽減剤であることとしてもよい。この場合、前記虚血再灌
流障害軽減剤は、次の（ａ４）、（ａ５）、（ｂ１）、（ｂ２）、（ｃ１）及び（ｃ２）
からなる群より選択される１つ以上に使用されることとしてもよい：（ａ４）固形臓器移
植レシピエントへの固形臓器移植前における投与；、（ａ５）固形臓器移植レシピエント
への固形臓器移植以後における投与；、（ｂ１）血栓塞栓症患者への再灌流開始前におけ
る投与；、（ｂ２）血栓塞栓症患者への再灌流開始以後における投与；、（ｃ１）臓器又
は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術を受ける患者への再灌流開始前におけ
る投与；、（ｃ２）臓器又は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術を受けた患
者への再灌流開始以後における投与。
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【００１１】
また、前記固形臓器は、肺、肝臓、心臓、腎臓、膵臓又は小腸であることとしてもよい
。また、前記ｃ−Ａｂｌチロシンキナーゼ阻害剤は、イマチニブ、ニロチニブ、ダサチニ
ブ、ボスチニブ、バフェチニブ及びポナチニブからなる群より選択される１つ以上、又は
その薬学的に許容される塩若しくは水和物であることとしてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
本発明によれば、虚血再灌流障害を効果的に軽減する組成物を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明の一実施形態に係る実施例１において虚血再灌流後の肺を評価した結果を
示す説明図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態に係る実施例２において虚血再灌流後の動脈血液ガスを評
価した結果を示す説明図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態に係る実施例２において虚血再灌流後の最大気道内圧を評
価した結果を示す説明図である。
【図２Ｃ】本発明の一実施形態に係る実施例２において虚血再灌流後の肺コンプライアン
スを評価した結果を示す説明図である。
【図２Ｄ】本発明の一実施形態に係る実施例２において虚血再灌流後の肺の湿重量／乾重
量比を評価した結果を示す説明図である。
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【図３Ａ】本発明の一実施形態に係る実施例２において虚血再灌流後の肺の組織を観察し
た結果の一例を示す説明図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る実施例２において虚血再灌流後の肺の組織を観察し
た結果の他の例を示す説明図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る実施例２においてＣｒｋＬをウェスタンブロットで評
価した結果を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下に、本発明の一実施形態について説明する。なお、本発明は本実施形態に限られる
ものではない。

50

(5)

JP 2017‑57184 A 2017.3.23

【００１５】
本実施形態に係る虚血再灌流障害軽減用組成物（以下、「本組成物」という。）は、ｃ
−Ａｂｌチロシンキナーゼ阻害剤（以下、「ｃ−Ａｂｌ阻害剤」という。）を含む。
【００１６】
すなわち、本発明は、ｃ−Ａｂｌ阻害剤が虚血再灌流障害を軽減するという本願発明者
らによる独自の知見に基づき為されたものである。このため、本組成物は、虚血再灌流障
害を軽減する有効成分としてｃ−Ａｂｌ阻害剤を含む。そして、本組成物は、虚血再灌流
障害を軽減するために使用される。
【００１７】
したがって、本実施形態は、虚血再灌流障害の軽減にｃ−Ａｂｌ阻害剤を使用する方法

10

、虚血再灌流障害軽減用組成物の有効成分としてのｃ−Ａｂｌ阻害剤の使用、及びｃ−Ａ
ｂｌ阻害剤を含む組成物を使用して虚血再灌流障害を軽減する方法を含む。
【００１８】
本組成物が適用される対象は、ヒト及びヒト以外の動物のいずれであってもよいが、本
組成物はヒトに適用されることが好ましい。すなわち、本組成物は、ヒトの虚血再灌流障
害を軽減するために使用されることが好ましい。
【００１９】
本組成物に含まれるｃ−Ａｂｌ阻害剤は、生体の臓器又は組織においてｃ−Ａｂｌチロ
シンキナーゼを阻害する化合物であれば特に限られないが、例えば、イマチニブ、ニロチ
ニブ、ダサチニブ、ボスチニブ、バフェチニブ及びポナチニブからなる群より選択される
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１つ以上、又はその薬学的に許容される塩若しくは水和物であることとしてもよい。
【００２０】
より具体的に、イマチニブ又はその薬学的に許容される塩若しくは水和物としては、特
に限られないが、例えば、イマチニブメシル酸塩が好ましく使用される。ニロチニブ又は
その薬学的に許容される塩若しくは水和物としては、特に限られないが、例えば、ニロチ
ニブ塩酸塩水和物であってもよい。ダサチニブ又はその薬学的に許容される塩若しくは水
和物としては、特に限られないが、例えば、ダサチニブ水和物であってもよい。ポナチニ
ブ又はその薬学的に許容される塩若しくは水和物としては、特に限られないが、例えば、
ポナチニブ塩酸塩であってもよい。
【００２１】
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本組成物を虚血再灌流障害に使用する態様は特に限られないが、例えば、次の（ａ）〜
（ｃ）のいずれかにおける虚血再灌流障害の軽減に使用されることとしてもよい：（ａ）
固形臓器移植；、（ｂ）血栓塞栓症；、（ｃ）臓器又は組織への血流の少なくとも一部の
遮断を伴う手術。
【００２２】
固形臓器移植において、移植用の固形臓器は、ドナーから摘出され、レシピエントに移
植されるまでの間、虚血状態となり、その後、レシピエントに移植されることで血液の灌
流が再開される。そこで、本組成物は、レシピエントに移植された固形臓器における虚血
再灌流障害を軽減するために使用される。
【００２３】
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血栓塞栓症患者においては、血栓塞栓によって臓器又は組織が虚血状態となり、その後
、当該血栓塞栓に対する処置が施されることで当該臓器又は組織への血液の灌流が再開さ
れる。そこで、本組成物は、血栓塞栓症患者の処置後の臓器又は組織における虚血再灌流
障害を軽減するために使用される。
【００２４】
臓器又は組織の手術においては、当該臓器又は組織への血流の少なくとも一部を一時的
に遮断することがある。このような臓器又は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う
手術を受ける患者の当該臓器又は組織は、手術前に、血流の少なくとも一部が遮断されて
虚血状態となり、その後、手術が終了して当該遮断が解除されることで当該臓器又は組織
への血液の灌流が再開される。そこで、本組成物は、手術後の患者の臓器又は組織におけ

50

(6)

JP 2017‑57184 A 2017.3.23

る虚血再灌流障害を軽減するために使用される。
【００２５】
なお、本実施形態において、固形臓器は特に限られないが、例えば、肺、肝臓、心臓、
腎臓、膵臓又は小腸であるであることとしてもよい。
【００２６】
本組成物は、上記（ａ）に使用される固形臓器保存液であることとしてもよい。すなわ
ち、この場合、本組成物は、ｃ−Ａｂｌ阻害剤を含む固形臓器保存液である。本保存液は
、移植用の固形臓器を保存するために使用される溶液である。
【００２７】
したがって、本実施形態は、固形臓器保存液の有効成分としてのｃ−Ａｂｌ阻害剤の使
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用、及びｃ−Ａｂｌ阻害剤を含む固形臓器保存液を使用して移植用固形臓器を保存する方
法を含む。
【００２８】
本実施形態に係る固形臓器保存液（以下、「本保存液」という。）は、レシピエントに
移植するためにドナーから摘出された固形臓器を、当該レシピエントへの移植後も適切に
機能するように保存するための溶液である。
【００２９】
このため、本保存液は、ｃ−Ａｂｌ阻害剤と、当該ｃ−Ａｂｌ阻害剤を溶解する溶媒と
を含む。本保存液は、溶媒として、少なくとも水を含むことが好ましい。また、本保存液
は、移植用固形臓器に含まれる細胞の生存及び機能を維持するために必要な成分（例えば
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、当該細胞のエネルギー源となる成分、浸透圧を調整する成分、及びｐＨを調整する成分
）を含有する。
【００３０】
本保存液の組成は、使用される条件に応じて適宜設定されるため特に限られないが、例
えば、糖類（グルコースやトレハロース等）、塩類（ナトリウムやカリウム等）、及び緩
衝剤（リン酸やクエン酸等）を含むことが好ましい。
【００３１】
具体的に、本保存液は、例えば、ｃ−Ａｂｌ阻害剤を含む、生理食塩水、緩衝液（リン
酸緩衝液、クエン酸緩衝液、リンゲル液、クレブス液等）、Ｅｕｒo−Ｃｏｌｌｉｎｓ（
ＥＣ）液、Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

ｏｆ

Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ（ＵＷ）液、ＥＴ−Ｋｙｏ
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ｔо液、ＥＰ−ＴＵ液又はＰｅｒｆａｄｅｘ液であることとしてもよい。また、本保存液
は、内液型の臓器保存液であってもよいし、外液型の臓器保存液であってもよいが、外液
型の臓器保存液であることが好ましい。
【００３２】
本保存液におけるｃ−Ａｂｌ阻害剤の含有量は、虚血再灌流障害軽減効果が得られる範
囲であれば特に限られないが、例えば、４００ｍｇ／Ｌ〜１０００ｍｇ／Ｌの範囲内であ
ることが好ましい。
【００３３】
使用される本保存液の温度は、固形臓器の保存に適した比較的低い温度範囲内であるこ
とが好ましく、例えば、６℃以下（例えば、０℃以上、６℃以下の範囲）であることが好
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ましく、４℃以下（例えば、０℃以上、４℃以下の範囲）であることがより好ましい。
【００３４】
なお、本実施形態において、本保存液は、生きたドナーに対しては使用されない。また
、本実施形態において、本保存液は、凍結されることなく使用されることとしてもよい。
すなわち、この場合、本保存液は、固形臓器の凍結保存には使用されない。
【００３５】
本保存液は、次の（ａ１）〜（ａ３）からなる群より選択される１つ以上に使用される
こととしてもよい：（ａ１）脳死ドナーの摘出前の移植用固形臓器のフラッシング；、（
ａ２）摘出された移植前の移植用固形臓器のフラッシング；、（ａ３）摘出された移植前
の移植用固形臓器の保存。
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【００３６】
すなわち、本実施形態は、ｃ−Ａｂｌ阻害剤を含む固形臓器保存液を使用して、脳死ド
ナーの摘出前の移植用固形臓器をフラッシングする方法、摘出された移植前の移植用固形
臓器をフラッシングする方法、及び摘出された移植前の移植用固形臓器を保存する方法を
含む。なお、保存液による移植用固形臓器のフラッシングは、移植前の当該移植用固形臓
器の血管内に当該保存液を流して、当該移植用固形臓器から血液を洗い流す洗浄操作であ
る。
【００３７】
上記（ａ１）においては、脳死ドナーから移植のための固形臓器を摘出する前に、当該
脳死ドナーの固形臓器の血管内に本保存液を流して、当該固形臓器から血液を洗い流す。
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上記（ａ２）においては、ドナーから摘出された移植前の固形臓器の血管内に固形臓器保
存液を流して、当該固形臓器から血液を洗い流す。上記（ａ３）においては、ドナーから
摘出された移植前の固形臓器を、固形臓器保存液中に浸漬し、保存する。
【００３８】
固形臓器移植においては、上記（ａ１）〜（ａ３）のうち、少なくとも（ａ１）に本保
存液を使用することが好ましく、（ａ１）〜（ａ３）の全てに本保存液を使用することが
特に好ましい。
【００３９】
本保存液の使用量は、その目的に応じて適宜設定されるため特に限られない。すなわち
、移植用固形臓器のフラッシングにおいては、当該固形臓器に含まれる血液を洗い流すた
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めに必要な量の本保存液が使用される。また、移植用固形臓器の保存においては、当該固
形臓器の全体を浸漬するために必要な量の本保存液が使用される。
【００４０】
また、本組成物は、上記（ａ）〜（ｃ）のいずれかにおいて患者に投与される虚血再灌
流障害軽減剤であることとしてもよい。すなわち、この場合、本組成物は、ｃ−Ａｂｌ阻
害剤を有効成分として含む医薬組成物であり、上記（ａ）〜（ｃ）のいずれかにおいて、
虚血再灌流障害を軽減するために患者に投与される。
【００４１】
したがって、本実施形態は、上記（ａ）〜（ｃ）のいずれかにおいて患者に投与される
虚血再灌流障害軽減剤の有効成分としてのｃ−Ａｂｌ阻害剤の使用、及び上記（ａ）〜（
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ｃ）のいずれかにおいて、ｃ−Ａｂｌ阻害剤を含む虚血再灌流障害軽減剤を患者に投与し
て当該患者における虚血再灌流障害を軽減する方法を含む。
【００４２】
本実施形態に係る虚血再灌流障害軽減剤（以下、「本剤」という。）は、次の（ａ４）
、（ａ５）、（ｂ１）、（ｂ２）、（ｃ１）及び（ｃ２）からなる群より選択される１つ
以上に使用されることとしてもよい：（ａ４）固形臓器移植レシピエントへの固形臓器移
植前における投与；、（ａ５）固形臓器移植レシピエントへの固形臓器移植以後における
投与；、（ｂ１）血栓塞栓症患者への再灌流開始前における投与；、（ｂ２）血栓塞栓症
患者への再灌流開始以後における投与；、（ｃ１）臓器又は組織への血流の少なくとも一
部の遮断を伴う手術を受ける患者への再灌流開始前における投与；、（ｃ２）臓器又は組
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織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術を受けた患者への再灌流開始以後における
投与。
【００４３】
すなわち、本実施形態は、固形臓器移植レシピエントに固形臓器移植前及び／又は固形
臓器移植後以後に投与される虚血再灌流障害軽減剤の有効成分としてのｃ−Ａｂｌ阻害剤
の使用、血栓塞栓症患者に再灌流開始前及び／又は再灌流開始以後に投与される虚血再灌
流障害軽減剤の有効成分としてのｃ−Ａｂｌ阻害剤の使用、及び臓器又は組織への血流の
少なくとも一部の遮断を伴う手術を受ける患者に再灌流開始前及び／又は再灌流開始以後
に投与される虚血再灌流障害軽減剤の有効成分としてのｃ−Ａｂｌ阻害剤の使用を含む。
【００４４】
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また、本実施形態は、ｃ−Ａｂｌ阻害剤を含む虚血再灌流障害軽減剤を、固形臓器移植
前及び／又は固形臓器移植以後の固形臓器移植レシピエントに投与して当該レシピエント
の虚血再灌流障害を軽減する方法、再灌流開始前及び／又は再灌流開始以後の血栓塞栓症
患者に投与して当該患者の虚血再灌流障害を軽減する方法、及び再灌流開始前及び／又は
再灌流開始以後の、臓器又は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術を受ける患
者に投与して当該患者の虚血再灌流障害を軽減する方法を含む。
【００４５】
上記（ａ４）については、固形臓器移植において、固形臓器が移植される前のレシピエ
ントに本剤を投与する。移植前に本剤を投与するタイミングは、本剤による虚血再灌流障
害軽減効果が得られる範囲であれば特に限られないが、例えば、レシピエントに固形臓器
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が移植される２４時間前から当該固形臓器が移植されるまでの１以上のタイミングである
こととしてもよい。
【００４６】
上記（ａ５）については、固形臓器移植において、固形臓器が移植された以後のレシピ
エントに本剤を投与する。具体的には、レシピエントに固形臓器を移植するのと同時（当
該固形臓器への血液の再灌流開始時）、及び／又は当該移植の後（当該固形臓器への血液
の再灌流開始後）に本剤を当該レシピエントに投与する。移植後に本剤を投与するタイミ
ングは、本剤による虚血再灌流障害軽減効果が得られる範囲であれば特に限られないが、
例えば、当該レシピエントに固形臓器が移植されてから７２時間以内の１以上のタイミン
グであることとしてもよい。なお、原発性移植片機能不全（Primary graft dysfunction

20

）は、移植後（臓器グラフトの再灌流開始後）７２時間以内に起こる移植臓器の機能不全
である。
【００４７】
上記（ｂ１）については、血栓塞栓によって臓器又は組織に虚血が生じている患者にお
いて、当該血栓塞栓に対する処置（当該血栓塞栓による虚血を解除するための処置）によ
る当該臓器又は組織への血液の再灌流開始前に、本剤を当該患者に投与する。再灌流開始
前に本剤を投与するタイミングは、本剤による虚血再灌流障害軽減効果が得られる範囲で
あれば特に限られないが、例えば、血栓塞栓に対する処置によって患者の臓器又は組織へ
の血液の再灌流が開始される２４時間前から、当該再灌流が開始されるまでの１以上のタ
イミングであることとしてもよい。
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【００４８】
上記（ｂ２）については、血栓塞栓によって臓器又は組織に虚血が生じている患者にお
いて、当該血栓塞栓に対する処置による当該臓器又は組織への血液の再灌流開始以後に、
本剤を当該患者に投与する。具体的には、血栓塞栓に対する処置によって、患者の臓器又
は組織への血液の再灌流が開始されるのと同時、及び／又は当該再灌流が開始された後に
本剤を当該レシピエントに投与する。再灌流開始後に本剤を投与するタイミングは、本剤
による虚血再灌流障害軽減効果が得られる範囲であれば特に限られないが、例えば、血栓
塞栓に対する処置によって患者の臓器又は組織への血液の再灌流が開始されてから７２時
間以内の１以上のタイミングであることとしてもよい。
【００４９】
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上記（ｃ１）については、臓器又は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術を
受ける患者において、当該臓器又は組織への血液の再灌流開始前に、本剤を当該患者に投
与する。再灌流開始前に本剤を投与するタイミングは、本剤による虚血再灌流障害軽減効
果が得られる範囲であれば特に限られないが、例えば、手術前に、患者の臓器又は組織へ
の血流の少なくとも一部を遮断する２４時間前から、当該遮断までの１以上のタイミング
、及び／又は当該遮断以後から、手術後に当該臓器又は組織への血液の再灌流が開始され
るまでの１以上のタイミングであることとしてもよい。
【００５０】
上記（ｃ２）については、臓器又は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術を
受けた患者（手術後の患者）において、当該臓器又は組織への血液の再灌流開始以後に、
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本剤を当該患者に投与する。具体的には、手術後に、患者の臓器又は組織への血液の少な
くとも一部の遮断が解除されて、当該臓器又は組織への血液の再灌流が開始されるのと同
時、及び／又は当該再灌流が開始された後に本剤を当該レシピエントに投与する。再灌流
開始後に本剤を投与するタイミングは、本剤による虚血再灌流障害軽減効果が得られる範
囲であれば特に限られないが、例えば、患者の臓器又は組織への血液の少なくとも一部の
遮断が解除されて当該臓器又は組織への血液の再灌流が開始されてから７２時間以内の１
以上のタイミングであることとしてもよい。
【００５１】
上記（ａ）固形臓器移植におけるレシピエントへの本剤の投与については、少なくとも
上記（ａ４）に使用することが好ましく、上記（ａ４）及び（ａ５）の両方に使用するこ
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とがより好ましい。
【００５２】
上記（ｂ）血栓塞栓症における患者への本剤の投与については、少なくとも上記（ｂ１
）に使用することが好ましく、上記（ｂ１）及び（ｂ２）の両方に使用することがより好
ましい。
【００５３】
上記（ｃ）臓器又は組織への血流の少なくとも一部の遮断を伴う手術を受ける患者への
本剤の投与については、少なくとも上記（ｃ１）に使用することが好ましく、上記（ｃ１
）及び（ｃ２）の両方に使用することがより好ましい。
【００５４】
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本剤は、ｃ−Ａｂｌ阻害剤と、薬学的に許容される担体又は賦型剤とを含むこととして
もよい。また、本剤は、結合剤、滑沢剤、崩壊剤、安定化剤等の他の添加剤をさらに含む
こととしてもよい。これら担体、賦型剤、及び添加剤としては、通常の医薬製剤に使用さ
れるものが使用される。
【００５５】
本剤の剤形は特に限られず、本剤は、経口製剤であってもよいし、非経口製剤であって
もよい。本剤は、固形製剤であってもよいし、液状製剤であってもよい。より具体的に、
本剤は、例えば、錠剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、カプセル剤、丸剤、又は液剤であっても
よい。
【００５６】
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本剤の投与は、経口投与であってもよいし、非経口投与であってもよい。非経口投与は
、例えば、静脈注射、筋肉注射、胸腔内投与、腹腔内投与又は経皮投与であってもよい。
【００５７】
本剤の投与量は、虚血再灌流障害軽減効果が得られる範囲であれば特に限られないが、
例えば、１日に体重１ｋｇあたりのｃ−Ａｂｌ阻害剤の投与量が８ｍｇ〜５０ｍｇ（８ｍ
ｇ／ｋｇ〜５０ｍｇ／ｋｇ）の範囲内となるように、本剤を投与することが好ましい。
【００５８】
次に、本実施形態に係る具体的な実施例について説明する。
【実施例１】
【００５９】
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虚血再灌流障害モデルとして動物の同種間肺移植を実施した。動物としては、Ｌｅｗｉ
ｓラット（３００ｇ〜３５０ｇ）を使用した。ｃ−Ａｂｌ阻害剤としては、イマチニブメ
シル酸塩（和光純薬工業株式会社製）を使用した。臓器保存液としては、市販の臓器保存
液（ＥＴ−Ｋｙｏｔｏ液、株式会社大塚製薬工場製）（以下、「保存液（−）」）、又は
当該ＥＴ−Ｋｙｏｔｏ液にイマチニブメシル酸塩（７５０ｍｇ／Ｌ）（５０ｍｇ／ｋｇ−
ラット）を添加して調製された臓器保存液（以下、「保存液（＋）」）を使用した。
【００６０】
まずドナーラットに麻酔をかけ、気管を切開して人工呼吸器を接続するとともに、ヘパ
リン３００単位を静脈内投与した。次いで、保存液（−）又は保存液（＋）を使用してド
ナーラットの肺のフラッシングを行った。すなわち、ドナーラットの肺動脈に２０ｍＬの
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保存液（−）又は保存液（＋）を２０ｃｍＨ２Ｏの圧力で順方向（動脈血が流れる方向）
に流すことにより、当該ドナーラットの肺から血液を洗い流した。その後、ドナーラット
から心肺ブロックを摘出した。そして、摘出した心肺ブロックを３０ｍＬの保存液（−）
又は保存液（＋）中に浸漬して４℃で６時間保存した（冷虚血）。
【００６１】
一方、レシピエントラットにも麻酔をかけ、気管を切開して人工呼吸装器を接続し、左
開胸を行った。そして、６時間冷虚血保存されたドナーラットの心肺ブロックから、移植
用に左肺（肺グラフト）を採取し、当該肺グラフトをカフテクニック法によりレシピエン
トラットに移植した。次いでレシピエントラットの左肺を摘出するとともに、移植された
肺グラフトに換気血流を再開させた（肺グラフトの再灌流開始）。移植後、レシピエント
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ラットを麻酔下、人工呼吸器を接続した状態で２時間放置した。すなわち、肺グラフトへ
の血液の再灌流を２時間行った。
【００６２】
その後、レシピエントラットの左肺グラフトの肺静脈から血液を採取し、血液ガス（血
液中の酸素分圧）を測定することで、当該左肺グラフトの酸素化能を評価した。次いで、
右肺門をクランプで遮断して、左肺グラフトの気道内圧及び肺コンプライアンスを評価し
た。気道内圧及び肺コンプライアンスの評価にはＦｌｅｘｉＶｅｎｔ装置（ＳＣＩＲＥＱ
社製）を使用した。また、評価後の肺グラフトをレシピエントラットから摘出して、その
湿重量及び乾重量を測定した。
【００６３】
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図１には、評価結果を示す。すなわち、図１には、保存液（−）を使用した場合、及び
保存液（＋）を使用した場合のそれぞれについて、左肺（肺グラフト）の静脈血液ガス、
最大気道内圧、肺コンプライアンス、及び乾重量／湿重量比を評価した結果を示す。
【００６４】
図１に示すように、左肺静脈の血液ガスは、保存液（−）を使用した場合より、保存液
（＋）を使用した場合の方が高かった。また、最大気道内圧は、保存液（−）を使用した
場合より、保存液（＋）を使用した場合の方が低かった。また、肺コンプライアンスは、
保存液（−）を使用した場合より、保存液（＋）を使用した場合の方が高かった。また、
乾重量／湿重量比は、保存液（−）を使用した場合より、保存液（＋）を使用した場合の
方が低かった。
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【００６５】
このように、イマチニブを含有する保存液（＋）を使用した場合の方が、保存液（−）
を使用した場合に比べて、肺グラフトの機能が高く、且つ肺グラフトにおける浮腫（肺水
腫）の発生が低減された。すなわち、ｃ−Ａｂｌ阻害剤であるイマチニブを含有する保存
液（＋）を使用することにより、肺虚血再灌流障害が効果的に軽減された。
【実施例２】
【００６６】
温虚血再灌流障害モデルとして動物肺門クランプモデルを使用した実験を行った。動物
としては、Ｌｅｗｉｓラット（２７０ｇ〜３２０ｇ）を使用した。ｃ−Ａｂｌ阻害剤とし
ては、イマチニブメシル酸塩（和光純薬工業株式会社製）を使用した。虚血再灌流障害軽
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減剤としては、ＤＭＳＯにイマチニブメシル酸塩（５０ｍｇ／ｋｇ−ラット）を添加して
調製された組成物（以下、「剤（＋）」）を使用した。また、比較のために、剤（＋）に
代えて、イマチニブメシル酸塩を添加していないＤＭＳＯのみ（以下、「剤（−）」）を
使用した実験も行った。
【００６７】
まずラットに麻酔をかけ、気管を切開して人工呼吸器を接続するとともに、ヘパリン５
０単位を静脈内投与した。次いで、ラットに０．５ｍＬの剤（＋）又は剤（−）を腹空内
投与した。そして、ラットの左胸を開け、剤（＋）又は剤（−）を投与してから２０分後
に、左肺門をクランプで遮断し、左肺を虚血状態で９０分間維持した（温虚血）。その後
、左肺門のクランプを外して、左肺の再灌流を開始した。
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【００６８】
再灌流開始から１２０分後に、右肺門をクランプして遮断し、左肺のみの評価を行った
。すなわち、右肺門のクランプ後に、動脈血ガス、気道内圧及び肺コンプライアンスを評
価した。さらに、評価後の左肺をラットから摘出し、その湿重量及び乾重量を測定した。
【００６９】
また、評価後に摘出された左肺から組織片を採取して、ＨＥ染色による病理学的観察を
行った。また、ｃ−Ａｂｌ／Ａｒｇの特異的なターゲットであるＣｒｋＬについてウェス
タンブロット法による評価を行った。すなわち、左肺の一部（肺組織片）を採取してホモ
ジェナイザーで粉砕した後に冷却遠心分離を行い、上清を採取した。その上清を用いて、
ＳＤＳ（Ｓｏｄｉｕｍ

ｄｏｃｅｃｙｌ

ｓｕｌｆａｔｅ）−ポリアクリルアミドゲル電
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気泳動を行った。その後、ポリビニリデンジフルオライド膜にタンパク質を転写させた。
そして、一次抗体、二次抗体を用いてインキュベーションした後に化学発光法でバンドを
検出した。
【００７０】
図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃ及び図２Ｄには、それぞれ左肺の動脈血液ガス、最大気道内圧
、肺コンプライアンス及び乾重量／湿重量比を評価した結果を示す。なお、図２Ａ〜図２
Ｄにおいて「Ｓｈａｍ」は、ラットを麻酔下で左開胸し、剤（−）及び剤（＋）のいずれ
も投与することなく９０分放置し、さらに１２０分放置した比較例の結果を示す。
【００７１】
図２Ａに示すように、左肺動脈の血液ガスは、剤（−）を投与した場合より、剤（＋）

20

を投与した場合の方が高かった。また、図２Ｂに示すように、最大気道内圧は、剤（−）
を投与した場合より、剤（＋）を投与した場合の方が低かった。また、図２Ｃに示すよう
に、肺コンプライアンスは、剤（−）を投与した場合より、剤（＋）を投与した場合の方
が高かった。また、図２Ｄに示すように、乾重量／湿重量比は、剤（−）を投与した場合
より、剤（＋）を投与した場合の方が低かった。
【００７２】
このように、イマチニブを含有する剤（＋）を投与した場合の方が、剤（−）を投与し
た場合に比べて、虚血後に再灌流を行った左肺の機能が高く、且つ当該左肺における浮腫
（肺水腫）の発生が抑制された。すなわち、ｃ−Ａｂｌ阻害剤であるイマチニブを含有す
る剤（＋）を投与することにより、肺虚血再灌流障害が効果的に軽減された。
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【００７３】
図３Ａ及び図３Ｂには、それぞれ剤（−）を投与した場合、及び剤（＋）を投与した場
合について、左肺から採取した組織切片をＨＥ染色して観察した結果を示す顕微鏡写真で
ある。
【００７４】
図３Ａに示すように、剤（−）を投与した場合には、肺組織における血管の周囲（間質
）が膨潤しており、当該血管の周囲に出血も見られた。これに対し、図３Ｂに示すように
、剤（＋）を投与した場合には、肺組織における血管の周囲における膨潤及び出血は抑制
されていた。
【００７５】
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これらの結果からも、イマチニブを含有する剤（＋）を投与した場合の方が、剤（−）
を投与した場合に比べて、虚血後に再灌流を行った左肺における浮腫（肺水腫）の発生が
抑制されることが確認された。
【００７６】
図４には、ウェスタンブロット法により、ｃ−Ａｂｌ／Ａｒｇの特異的なターゲットで
あるＣｒｋＬ、及び当該ＣｒｋＬのリン酸化により生成されるｐＣｒｋＬを評価した結果
を示す。
【００７７】
図４に示すように、イマチニブを含有する剤（＋）を投与した場合の方が、剤（−）を
投与した場合に比べて、虚血後に再灌流を行った左肺におけるＣｒｋＬのリン酸化が抑制
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されていた。この結果は、剤（＋）に含有されていたイマチニブによるｃ−Ａｂｌチロシ
ンキナーゼ阻害効果によるものと考えられた。

【図１】

【図２Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｃ】
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【図２Ｄ】

【図３Ｂ】

【図３Ａ】

【図４】
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