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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下式の化合物：
【化１】

（式中：
　ｒは、１、２、３、４、５、６、７及び８からなる群から選択され；
　Ｘは、ＮＲ３であり；
　Ｒ１は、以下からなる群から選択され；
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【化２】

　Ｒ２は、水素および－ＣＨ３からなる群から選択されるか、あるいは、２個のＲ２が同
一原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ３は、水素、メチル、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、フェニル、
ピリジル、ピリミジル、チアゾリルおよびアダマンチルからなる群から選択され；
　Ｒ１およびＲ３は、それぞれ独立して、非置換、または（Ｃ１－１０）アルキル、アル
キレン、アミノ、アミノアルキル、アリール、ビシクロアルキル、ビシクロアリール、カ
ルバモイル、カルボキシル、シクロアルキレン、ハロ、ヘテロビシクロアルキル、ヘテロ
シクロアルキレン、ヘテロビシクロアリール、ヘテロシクロアルキル、オキソ、ヒドロキ
シ、アルコキシ、ニトロ、シアノ、オキサアルキル、およびオキソアルキルからなる群か
ら独立して選択される１個以上のさらなる置換基で置換されており、該さらなる置換基は
、それぞれ独立して、非置換、または（Ｃ１－１０）アルキル、アルキレン、アミノ、ア
ミノアルキル、アリール、カルバモイル、カルボキシル、ハロ、オキソ、ヒドロキシ、ニ
トロ、シアノ、オキサアルキル、およびオキソアルキルから独立して選択される１個以上
の置換基で置換されており；
　Ｒ１が以下である場合、
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【化３】

Ｒ２は水素ではない）。
【請求項２】
　Ｒ２は、水素および－ＣＨ３からなる群から選択される、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　Ｒ２は、水素である、請求項１に記載の化合物。
【請求項４】
　Ｒ３は以下である、請求項１～３のいずれか１項に記載の化合物：
【化４】

（式中、Ｒ１４は、水素、ニトロ、シアノ、ヒドロキシ、アルコキシ、アミノ、（Ｃ１－

１０）アルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキ
ル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリー
ル、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択され、それぞれ、非
置換、または（Ｃ１－１０）アルキル、アルキレン、アミノ、アミノアルキル、アリール
、カルバモイル、カルボキシル、ハロ、オキソ、ヒドロキシ、ニトロ、オキサアルキル、
およびオキソアルキルから独立して選択される１個以上の置換基で置換されている）。
【請求項５】
　Ｒ１４は、（Ｃ１－６）アルキル、ハロ（Ｃ１－６）アルキル、及びアミノカルボニル
からなる群から選択される、請求項４に記載の化合物。
【請求項６】
　以下からなる群から選択された化合物：
　１－フェニル－４－（ｍ－トリルスルホニル）ピペラジン；
　１－（３－メトキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（３－フェノキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（３－クロロ－２－メチルフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（２，３－ジヒドロベンゾ［ｂ］［１，４］ジオキシン－６－イルスルホニル）－
４－フェニルピペラジン；
　１－（４－フェノキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（２，４－ジメトキシ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　１－（２－クロロ－６－メチル－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　１－（２，６－ジクロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　１－（２－クロロ－４－フルオロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン
；
　１－（２，３－ジクロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　１－（２，４－ジクロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　１－（３，４－ジメチル－イソキサゾール－５－スルホニル）－４－フェニル－ピペラ
ジン；
　１－（１，２－ジメチル－１Ｈ－イミダゾール－４－スルホニル）－４－フェニル－ピ
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ペラジン；
　１－（ベンゾフラン－２－スルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　６－メチル－５－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－イミダゾ［２，１
－ｂ］チアゾール；
　５－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－ベンゾチアゾール；
　２－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニトリル；
　４－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニトリル；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（３－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－フェニル－４－（ｏ－トリルスルホニル）ピペラジン；
　１－（２，５－ジフルオロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　８－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）キノリン；
　１－（３－クロロ－２－フルオロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　４－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾ［ｃ］［１，２，５］チ
アジアゾール；
　１－（５－ブロモ－６－クロロピリジン－３－イルスルホニル）－４－フェニルピペラ
ジン；
　１－（６－モルホリノピリジン－３－イルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　３－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニトリル；
　１－（２－フルオロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（２－ブロモフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　５－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾ［ｃ］［１，２，５］チ
アジアゾール；
　４－メチル－７－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）－３，４－ジヒド
ロ－２Ｈ－ベンゾ［ｂ］［１，４］オキサジン；
　１－フェニル－４－（ピリジン－２－イルスルホニル）ピペラジン；
　４－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾ［ｃ］［１，２，５］オ
キサジアゾール；
　１－（３，５－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イルスルホニル）－４－フェニルピ
ペラジン；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェノール；
　２－（４－（３－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェノール；
　２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェノール；
　１－（２－クロロフェニル）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン；
　１－（３－クロロフェニル）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン；
　１－（４－クロロフェニル）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（２－メトキシフェニル）ピペラジン；
　（１Ｒ，４Ｓ）－２－（４－クロロフェニル）－５－（２－クロロフェニルスルホニル
）－２，５－ジアザ－ビシクロ［２．２．１］ヘプタン；
　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ベンズアルデヒ
ド；
　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェノール；
　１－（４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェニル
）エタノン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（２－ニトロフェニル）ピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（３－ニトロフェニル）ピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（４－ニトロフェニル）ピペラジン；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ベンゼンアミン
；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－２－イル）ベンゼンアミン
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；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）安息香酸；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ベンズアミド；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（ピリジン－２－イル）ピペラジン；
　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）－４－（ピリジン－２－イル）ピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（５－クロロピリジン－２－イル）ピペ
ラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（３－ニトロピリジン－２－イル）ピペ
ラジン；
　３－［４－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペラジン－１－イル］－ピリジン
－２－オール；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ピリミジン；
　２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ピリミジン；
　２－（４－（ナフタレン－２－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ピリミジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（５－ニトロチアゾール２－イル）ピペ
ラジン；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チアゾール－４
－カルボン酸；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チアゾール－４
－カルボキサミド；
　（２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チアゾール－
４－イル）メタノール；
　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）－４－（チアゾール－２－イル）ピペラジン
；
　１－（アダマンタン－１－イル）－４－（（２－クロロフェニル）スルホニル）ピペラ
ジン；
　ｔｅｒｔ－ブチル　２－（４－（４－クロロフェニルスルホニル）－２－オキソピペラ
ジン－１－イル）アセテート；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－シクロペンチルピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－シクロヘキシルピペラジン；
　１－シクロペンチル－４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン；
　８－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）キノリン；
　１－シクロペンチル－４－（４－メチルナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン
；
　５－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルナフ
タレン－１－アミン；
　５－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリン；
　１－（５－クロロナフタレン－１－イルスルホニル）－４－シクロペンチルピペラジン
；
　１－ベンジル－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－２－オン；
　（Ｒ）－Ｎ－（１－ベンジルピロリジン－３－イル）－２－クロロベンゼンスルホンア
ミド；
　２－（２－クロロフェニルスルホニル）－オクタヒドロピロロ［１，２－ａ］ピラジン
；
　２－（２－クロロフェニルスルホニル）－オクタヒドロ－１Ｈ－ピリド［１，２－ａ］
ピラジン；
　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－１Ｈ－インド
ール；
　７－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－１Ｈ－インダ
ゾール；
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　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－１Ｈ－インダ
ゾール；
　１－（１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－４－イル）ピペリジン－２
－オン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（ピペリジン－１－イル）ピペリジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニル－１，２，３，６－テトラヒド
ロピリジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペリジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（ピロリジン－１－イル）ピペリジン；
　４－（１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－４－イル）モルホリン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（２－メトキシフェニル）ピペリジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－ｏ－トリルピペリジン；
　メチル　２－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）ベン
ゾエート；
　（２－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）フェニル）
メタノール；
　（４ａＲ，８ａＳ）－２－（２－クロロフェニルスルホニル）－デカヒドロイソキノリ
ン；
　３－（１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－４－イル）－６－フルオロ
ベンゾ［ｄ］イソキサゾール；
　１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ブタン－２－
オール；
　（Ｒ）－３－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）ブタン－１－オール；
　（Ｓ）－３－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）ブタン－１－オール；
　メチル　２－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）プロパノエート；
　（Ｒ）－４－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）ペンタン－１－オール；
　（Ｒ）－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ペン
タン－１－オール；
　（１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シクロペン
チル）メタノール；
　（Ｒ）－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－３
－フェニルプロパン－１－オール；
　（Ｒ）－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－２
－フェニルエタノール；
　（Ｒ）－１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）プロ
パン－２－オール；
　（Ｓ）－１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）プロ
パン－２－オール；
　トランス－２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シク
ロペンタノール；
　トランス－２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シク
ロヘキサノール；
　４－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリン－１－オー
ル；
　メチル　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－カルボキシレート
；
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　２－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）プロパン－２
－オール；
　１－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）シクロプロパ
ノール；
　１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）エタノン；
　１－（１－メチルシクロプロピル）－４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラ
ジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジ
ン；
　１－（３－クロロ－２－メチルフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピ
ル）ピペラジン；
　１－（２－クロロ－６－メチルフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピ
ル）ピペラジン；
　１－（２－クロロ－４－フルオロフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロ
ピル）ピペラジン；
　１－（４－ブロモ－２－クロロフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピ
ル）ピペラジン；
　１－（１－メチルシクロプロピル）－４－（２－（トリフルオロメチル）フェニルスル
ホニル）ピペラジン；
　３－クロロ－４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）ベンゾニトリル；
　１－（４－ブロモ－２－メチルフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピ
ル）ピペラジン；
　１－（４－ブロモ－２－（トリフルオロメチル）フェニルスルホニル）－４－（１－メ
チルシクロプロピル）ピペラジン；
　１－（ベンゾ［ｂ］チオフェン－３－イルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロ
ピル）ピペラジン；
　５－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノ
リン；
　１－（シクロプロピルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン；
　４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニ
トリル；
　１－（４－イソプロポキシフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピル）
ピペラジン；
　１－（４－（ジフルオロメトキシ）フェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプ
ロピル）ピペラジン；
　１－（３－（ジフルオロメトキシ）フェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプ
ロピル）ピペラジン；
　１－（１－メチルシクロプロピル）－４－（パーフルオロフェニルスルホニル）ピペラ
ジン；
　（１－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シクロブチル
）メタノール；
　エチル　１－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シクロ
プロパンカルボキシレート；
　４－（２－クロロフェニルスルホニル）－１－シクロペンチルピペリジン；
　（Ｒ）－４－（３－メチル－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イル
スルホニル）イソキノリン－１－オール；
　（Ｓ）－４－（３－メチル－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イル
スルホニル）イソキノリン－１－オール；
　４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノ
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リン－１－オール；
　（Ｒ）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）－２－メチル－１－（１－メチルシク
ロプロピル）－ピペラジン；
　（Ｒ）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）－２－メチル－１－（１－メチルシク
ロプロピル）－ピペラジン；
　（Ｒ）－１－（２－クロロフェニルスルホニル）－２－メチル－４－（１－メチルシク
ロプロピル）－ピペラジン；
　１’－（２－クロロフェニルスルホニル）スピロ［ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソー
ル－２，４’－ピペリジン］；
　２－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニ
トリル；
　４－ベンジル－７－（２－クロロフェニルスルホニル）－４，７－ジアザスピロ［２．
５］オクタン；
　１－（４－フルオロナフタレン－１－イルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロ
ピル）ピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（トリフルオロメチル）ピペリジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－シクロプロピルピペラジン；
　（Ｓ）－Ｎ－シクロペンチル－１－（キノリン－８－イルスルホニル）ピロリジン－３
－アミン；
　（Ｓ）－８－（３－（アゼチジン－１－イル）ピロリジン－１－イルスルホニル）キノ
リン；
　（Ｒ）－４－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル）イソキノリ
ン－１－オール；
　（Ｓ）－４－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル）イソキノリ
ン－１－オール；
　（Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（キノリン－８－イルスルホニル）ピロリジン－３－
アミン；
　（Ｓ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（キノリン－８－イルスルホニル）ピロリジン－３－
アミン；
　（Ｒ）－１－（１－クロロイソキノリン－４－イルスルホニル）－Ｎ－（シクロプロピ
ルメチル）ピロリジン－３－アミン；
　（Ｒ）－４－（３－（シクロプロピルメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル
）イソキノリン－１－オール；
　（Ｒ）－４－（３－（アゼチジン－１－イル）ピロリジン－１－イルスルホニル）－１
－クロロイソキノリン；
　（Ｒ）－４－（３－（アゼチジン－１－イル）ピロリジン－１－イルスルホニル）イソ
キノリン－１－オール；
　（Ｒ）－１－（５－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル）イン
ドリン－１－イル）エタノン；
　（Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（２－メチル－４－（チオフェン－３－イル）フェニ
ルスルホニル）ピロリジン－３－アミン；
　（Ｒ）－１－（インドリン－５－イルスルホニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピロリジン－３
－アミン；
　（Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（３－メチルビフェニル－４－イルスルホニル）ピロ
リジン－３－アミン；
　（Ｒ）－４－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル）－３－メチ
ルベンゾニトリル；
　（Ｒ）－１－（４－（ジメチルアミノ）－２－メチルフェニルスルホニル）－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピロリジン－３－アミン；
　１－（４－クロロ－５－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルス
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ルホニル）インドリン－１－イル）－２，２，２－トリフルオロエタノン；
　４－クロロ－５－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）インドリン；
　１－クロロ－４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）イソキノリン；
　４－（２－（４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）イソキノリン－１－イルオキシ）エチル）モルホリン；
　４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニル）－Ｎ－（
２－モルホリノエチル）イソキノリン－１－アミン；
　４－（４－シクロプロピルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリン－１－オー
ル；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－フルオロメチル－シクロプロピ
ル）－ピペラジン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－トリフルオロメチルシクロプロ
ピル）－ピペラジン；
　１－［４－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペラジン－１－イル］－シクロプ
ロパンカルボン酸アミド；
　２－［４－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペラジン－１－イル］－２－シク
ロプロピル－エタノール；
　｛１－［１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペリジン－４－イル］－シクロ
プロピル｝－メタノール；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－トリフルオロメチル－シクロプ
ロピル）－ピペリジン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピ
ペリジン；
　１－［１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペリジン－４－イル］－シクロプ
ロパンカルボン酸アミド；
　７－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－メチル－シクロプロピル）－４
，７－ジアザ－スピロ［２．５］オクタン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－２，５－ジメチル－４－（１－メチル－シ
クロプロピル）－ピペラジン；
　２－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－５－（１－メチル－シクロプロピル）－２
，５－ジアザ－ビシクロ［２．２．２］オクタン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フルオロ－４－（１－メチル－シクロ
プロピル）－ピペリジン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－メチル－シクロプロピル）－４
－トリフルオロメチル－ピペリジン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フルオロ－４－フェニル－ピペリジン
；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－４－トリフルオロメチル－
ピペリジン；
　１－［４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピペラジン－１－スルホニル］－１，２
，３，４－テトラヒドロ－キノリン；
　１－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－１，２，３，４－テトラヒドロ
－キノリン；
　１－［４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピペラジン－１－スルホニル］－１，２
，３，４－テトラヒドロ－キノキサリン；
　１－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－１，２，３，４－テトラヒドロ
－キノキサリン；
　４－［４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピペラジン－１－スルホニル］－３，４
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－ジヒドロ－２Ｈ－ベンゾ［１，４］オキサジン；
　４－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－ベン
ゾ［１，４］オキサジン；
　４－［４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピペラジン－１－スルホニル］－３，４
－ジヒドロ－２Ｈ－ベンゾ［１，４］チアジン；
　４－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－ベン
ゾ［１，４］チアジン；
　１－［４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピペラジン－１－スルホニル］－１，２
，３，４－テトラヒドロ－キノリン；
　１－（２－メトキシ－フェニル）－４－（ナフタレン－２－スルホニル）－ピペラジン
；
　１－（５－クロロ－２－メチル－フェニル）－４－（ナフタレン－２－スルホニル）－
ピペラジン；
　フラン－２－イル－［４－（ナフタレン－２－スルホニル）－ピペラジン－１－イル］
－メタノン；
　１－（４－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　ｔｅｒｔ－ブチル　４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－カルボキ
シレート；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－メチルピペラジン；および
それらの医薬上許容される塩。
【請求項７】
　前記化合物は、医薬上許容される塩の形態である、請求項１～６のいずれか１項に記載
の化合物。
【請求項８】
　前記化合物は、立体異性体の混合物中に存在する、請求項１～７のいずれか１項に記載
の化合物。
【請求項９】
　前記化合物は、単一の立体異性体である、請求項１～７のいずれか１項に記載の化合物
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼを阻害するのに使用され得る化合物
、並びにこれらの化合物を含有する組成物及びキットに関する。本発明は、本発明の化合
物を使用した、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼの阻害方法及び治療方法にも関す
る。特に本発明は、１１β－ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ１型阻害剤、これら
の化合物を含有する組成物及びキット、並びに１１β－ヒドロキシステロイドデヒドロゲ
ナーゼ１型の阻害方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　本発明は、活性型グルココルチコイドと不活性型グルココルチコイドとの相互変換を触
媒する酵素の阻害剤、阻害剤を含有する組成物、阻害剤及び組成物を含む市販のキット及
び製品、阻害剤及び組成物の作製方法、並びに阻害剤及び組成物の使用方法に関する。阻
害剤及びこれを含有する組成物は、グルココルチコイドの相互変換を触媒する酵素が含ま
れ得る疾患の治療又は調節、このような疾患の症状、又はこれらの酵素で媒介される他の
生理現象の効果に有用である。したがって、本発明は、グルココルチコイドの相互変換を
触媒する１種以上の酵素が関与している疾患の治療方法もまた提供する。
【０００３】
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　短鎖デヒドロゲナーゼ／レダクターゼは、活性型グルココルチコイドと不活性型グルコ
コルチコイドとを相互変換する可逆性ＮＡＤ（Ｈ）／ＮＡＤＰ（Ｈ）依存性オキシドレダ
クターゼのファミリーである。例えば、１１β－ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ
１型（１１ｂ－ＨＳＤ１）は、短鎖デヒドロゲナーゼ／レダクターゼ酵素ファミリーに属
する。特に、１１ｂ－ＨＳＤ１は、脂肪組織、肝臓、骨、膵臓、内皮、視覚組織、筋肉及
び中枢神経系の一部を包含する多くの組織及び器官において、不活性型グルココルチコイ
ドと活性型グルココルチコイドとの変換を触媒する（Ｔｏｍｌｉｎｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．
，Ｅｎｄｏｃｒ．Ｒｅｖ．，２５（５），８３１－６６（２００４））。
【０００４】
　１１ｂ－ＨＳＤ１は、２型糖尿病、骨粗鬆症、高血圧症、視覚障害、認知障害、メタボ
リックシンドローム及び他の代謝障害に関与している。非特異的な１１ｂ－ＨＳＤ１阻害
剤であるカルベノキソロンは、健康で痩せたヒト、及び、２型糖尿病の症状を有するヒト
において、インシュリン感受性を増加させる（Ａｎｄｒｅｗｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｌ
ｉｎ．Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．Ｍｅｔａｂ．，８８（１），２８５－９１（２００３））
。脂肪細胞で１１ｂ－ＨＳＤ１を過剰発現させたマウスは、高血脂症（ｈｙｄｅｒｌｉｐ
ｉｄｅｍｉａ）、インシュリン抵抗性及び内臓肥満を発症する。この表現型は、ヒトのメ
タボリックシンドロームに類似することが示された（Ｍａｓｕｚａｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，
Ｓｃｉｅｎｃｅ，２９４（５５４９），２１６６－７０（２００１））。１１ｂ－ＨＳＤ
１ノックアウトマウスは、肥満－誘導性及びストレス－誘導性のインシュリン抵抗性の発
症、並びにＨＤＬ－コレステロール及びＶＬＤＬトリグリセリドの減少の提示に抵抗性を
示した（Ｋｏｔｅｌｅｖｔｓｅｖ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ．Ｓｃ
ｉ．ＵＳＡ，９４（２６），１４９２４－２９（１９９７））。これらの発見により、細
胞内の活性型グルココルチコイドレベルの減少が所望される障害の治療用薬剤となる可能
性があるとして、１１ｂ－ＨＳＤ１阻害剤に対する興味が刺激されてきた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ヒトの疾患を治療するための新規治療薬を見出す必要性は依然として存在する。ヒドロ
キシステロイドデヒドロゲナーゼ（特に１１β－ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ
１型であるが、これに限定されない）は、２型糖尿病、骨粗鬆症、高血圧症、視覚障害、
認知障害、メタボリックシンドローム及び他の代謝障害において、重要な役割を果たすた
め、新規治療薬の発見には特に魅力的な標的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
発明の要旨
　本発明は、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼを阻害する活性を有する化合物に関
する。本発明は、これらの化合物を含有する組成物、製品及びキットもまた、提供する。
【０００７】
　一実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤を活性
成分として含有する医薬組成物が提供される。本発明の医薬組成物は、０．００１％～１
００％の１種以上の本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤を任意で含有
し得る。これらの医薬組成物は、例えば、経口、非経口、腹腔内、静脈内、動脈内、経皮
、舌下、筋肉内、経直腸、経頬、鼻腔内、リポソーム、経吸入、膣内、眼内、経局所送達
（例えば、カテーテル又はステントによる）、皮下、脂肪内、関節内、又は髄腔内を包含
する、多種多様な経路によって、投与又は同時投与され得る。本組成物はまた、除放投薬
形態で投与又は同時投与され得る。
【０００８】
　本発明はまた、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼに関連する疾患状態を治療する
ためのキット及び他の製品にも関する。
【０００９】
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　一実施態様においては、少なくとも１種の本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナ
ーゼ阻害剤を含有する組成物を、説明書と組み合わせて含むキットが、提供される。指示
書は、組成物が投与される疾患状態、当該組成物の保管情報、投与情報及び／又は当該組
成物の投与方法に関する指示書を示し得る。キットはまた、包装材料を含み得る。包装材
料は、組成物を収容するための容器を構成し得る。キットはまた、任意で、追加要素（例
えば、組成物投与用の注射器）を含み得る。キットは、単回又は複数回投与形態での組成
物を含み得る。
【００１０】
　別の実施態様においては、少なくとも１種の本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲ
ナーゼ阻害剤を含有する組成物を、包装材料と組み合わせて含む製品が、提供される。包
装材料は、組成物を収容するための容器を構成し得る。容器は、任意で、組成物が投与さ
れる疾患状態、保管情報、投与情報及び／又は組成物の投与方法に関する指示書を示すラ
ベルを含み得る。キットはまた、任意で、追加要素（例えば、組成物投与用の注射器）を
含み得る。キットは、単回又は複数回投与形態で、組成物を含み得る。
【００１１】
　本発明の化合物、組成物及びキットを調製するための方法も提供される。例えば、本発
明の化合物を合成するためのいくつかの合成スキームが、本明細書中で提供される。
【００１２】
　本発明の化合物、組成物、キット及び製品を使用するための方法も提供される。
【００１３】
　一実施態様においては、化合物、組成物、キット及び製品は、ヒドロキシステロイドデ
ヒドロゲナーゼを阻害するために使用される。特に、化合物、組成物、キット及び製品は
、１１β－ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ１型を阻害するために使用され得る。
【００１４】
　別の実施態様においては、化合物、組成物、キット及び製品は、疾患状態の病理学及び
／又は徴候学に寄与する活性をヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼが有する疾患状態
を治療するために、使用される。
【００１５】
　別の実施態様においては、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ活性が被検体内で変
化する、好ましくは減少する被検体に、化合物が投与される。
【００１６】
　別の実施態様においては、インビボにおいて上記化合物に変換されてヒドロキシステロ
イドデヒドロゲナーゼを阻害する化合物のプロドラッグが、被検体に投与される。
【００１７】
　別の実施態様においては、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼを本発明の化合物と
接触させる工程を包含する、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼを阻害する方法が提
供される。
【００１８】
　別の実施態様においては、インビボでヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼを阻害す
るために本発明の化合物を被検体中に存在させる工程を包含する、ヒドロキシステロイド
デヒドロゲナーゼを阻害する方法が提供される。
【００１９】
　別の実施態様においては、インビボで第２の化合物に変換され、第２の化合物がヒドロ
キシステロイドデヒドロゲナーゼをインビボで阻害するような、第１の化合物を被検体に
投与する工程を包含する、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼを阻害する方法が提供
される。本発明の化合物は第１の化合物であっても、第２の化合物であってもよいことに
留意される。
【００２０】
　別の実施態様においては、本発明の化合物を投与する工程を包含する治療方法が、提供
される。
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【００２１】
　別の実施態様においては、患者の健康状態（この健康状態は、ヒドロキシステロイドデ
ヒドロゲナーゼによって媒介されることが公知であるか、又はヒドロキシステロイドデヒ
ドロゲナーゼ阻害剤によって治療されることが公知である）の治療方法であって、治療上
有効量の本発明の化合物を患者に投与する工程を包含する、患者の健康状態の治療方法。
【００２２】
　別の実施態様においては、疾患状態の病理学及び／又は徴候学に寄与する活性をヒドロ
キシステロイドデヒドロゲナーゼが有する疾患状態を治療するための方法であって、本発
明の化合物を疾患状態に治療上有効量で被検体中に存在させる工程を包含する方法が、提
供される。
【００２３】
　別の実施態様においては、疾患状態の病理学及び／又は徴候学に寄与する活性をヒドロ
キシステロイドデヒドロゲナーゼが有する疾患状態を治療するための方法であって、第２
の化合物にインビボで変換される第１の化合物を被検体に投与する工程を包含し、その結
果、第２の化合物が疾患状態に治療上有効量で被検体中に存在する方法が、提供される。
本発明の化合物は第１の化合物であっても、第２の化合物であってもよいことが留意され
る。
【００２４】
　別の実施態様においては、疾患状態の病理学及び／又は徴候学に寄与する活性をヒドロ
キシステロイドデヒドロゲナーゼが有する疾患状態を治療するための方法であって、本発
明の化合物を被検体に投与することを包含し、その結果、化合物が疾患状態に治療上有効
量で被検体において存在する方法が、提供される。
【００２５】
　別の実施態様においては、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼにより媒介されるこ
とが公知であるか、又はヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤により治療される
ことが公知である疾患状態の治療に使用するための医薬を製造するために、本発明の化合
物を使用するための方法が提供される。
【００２６】
　上記の実施態様のすべてに関して、イオン化されたか又は溶媒和された形態の薬剤を投
与することは当該分野で周知であるので、化合物のすべての医薬上許容されるイオン化形
態（例えば、塩）及び溶媒和物（例えば、水和物）を、そのようなイオン化形態及び溶媒
和物が明記されているか否かにかかわらず、本発明が包含することを意図することが留意
される。特定の立体化学が明記されていない限り、化合物の引用は、その化合物が個別の
異性体又は異性体の混合物として存在しているかどうかに関係なく、すべての可能性のあ
る立体異性体（例えば、キラル中心の数に依存するエナンチオマー又はジアステレオマー
）を包含することを意図することも留意される。さらに、違うように明記されない限り、
化合物の引用は、すべての可能性のある共鳴構造及び互変異性体を包含することを意図し
ている。特許請求の範囲に関しては、用語「式を含む化合物」は、特定の請求項で違うよ
うに特に特定されない限り、その化合物、並びに、すべての医薬上許容されるイオン化形
態及び溶媒和物、すべての可能性のある立体異性体、並びに、すべての可能性のある共鳴
構造及び互変異性体を包含することを意図している。
【００２７】
　インビボで改変され本発明の化合物になるプロドラッグもまた投与され得ることがさら
に留意される。本発明の化合物を使用する様々な方法は、プロドラッグ送達が特定されて
いるかどうかにかかわらず、インビボで本発明の化合物に変換されるプロドラッグの投与
を包含することを意図している。本発明の特定の化合物が、ヒドロキシステロイドデヒド
ロゲナーゼを阻害する前にインビボで改変され得、それゆえ、それ自体が別の化合物のプ
ロドラッグであり得ることもまた留意される。別の化合物のそのようなプロドラッグは、
それ自体が独立して、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害活性を有していてもよ
いし、有していなくてもよい。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
定義
　違うように記載されていない限り、本明細書及び特許請求の範囲で使用される以下の用
語は、本願の目的のために、以下の意味を有するものとする。
【００２９】
　「脂環式」は、非芳香環構造を含む部分を意味する。脂環式部分は、飽和であってもよ
いし、１個、２個又はそれ以上の二重又は三重結合を有する部分不飽和であってもよい。
脂環式部分はまた、窒素、酸素及び硫黄などのヘテロ原子を任意で含んでいてもよい。窒
素原子は、任意で四級化されるか又は酸化され得、硫黄原子は、任意で酸化され得る。脂
環式部分の例としては、Ｃ３－８の環を有する部分、例えば、シクロプロピル、シクロヘ
キサン、シクロペンタン、シクロペンテン、シクロペンタジエン、シクロヘキサン、シク
ロヘキセン、シクロヘキサジエン、シクロヘプタン、シクロヘプテン、シクロヘプタジエ
ン、シクロオクタン、シクロオクテン、及びシクロオクタジエンが挙げられるが、これら
に限定されない。
【００３０】
　「脂肪族」は、構成炭素原子の直鎖又は分枝鎖配列によって特徴付けられる部分を意味
し、飽和であっても、１個、２個又はそれ以上の二重又は三重結合を有する部分不飽和で
あってもよい。
【００３１】
　「アルコキシ」は、さらなるアルキル置換基を有する酸素部分を意味する。本発明のア
ルコキシ基は、任意で置換され得る。
【００３２】
　単独で示される「アルキル」は、炭素原子鎖を有する直鎖又は分枝の飽和又は不飽和の
脂肪族基を意味し、任意で、酸素（「オキサアルキル」参照）又は窒素原子（「アミノア
ルキル」参照）をその炭素原子間に有する。ＣＸアルキル及びＣＸ－Ｙアルキルが代表的
に使用され、ここで、Ｘ及びＹは鎖中の炭素原子数を示す。例えば、Ｃ１－６アルキルと
しては、１～６個の炭素の鎖を有するアルキル（例えば、メチル、エチル、プロピル、イ
ソプロピル、ブチル、ｓｅｃ－ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ビニル、アリル
、１－プロペニル、イソプロペニル、１－ブテニル、２－ブテニル、３－ブテニル、２－
メチルアリル、エチニル、１－プロピニル、２－プロピニルなど）が挙げられる。別の基
とともに示されるアルキル（例えば、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル）は、
示された原子数を有する直鎖又は分枝の飽和又は不飽和の脂肪族の二価の基を意味するか
、まったく原子が示されていない場合、結合を意味する（例えば、（Ｃ６－１０）アリー
ル（Ｃ１－３）アルキルとしては、ベンジル、フェネチル、１－フェニルエチル、３－フ
ェニルプロピル、２－チエニルメチル、２－ピリジニルメチルなどが挙げられる）。
【００３３】
　「アルケニル」は、少なくとも１個の炭素－炭素二重結合を含む直鎖又は分枝の炭素鎖
を意味する。アルケニルの例としては、ビニル、アリル、イソプロペニル、ペンテニル、
ヘキセニル、ヘプテニル、１－プロペニル、２－ブテニル、２－メチル－２－ブテニルな
どが挙げられる。
【００３４】
　「アルキニル」は、少なくとも１個の炭素－炭素三重結合を含む直鎖又は分枝の炭素鎖
を意味する。アルキニルの例としては、エチニル、プロパルギル、３－メチル－１－ペン
チニル、２－ヘプチニルなどが挙げられる。
【００３５】
　「アルキレン」は、違うように示されていない限り、直鎖又は分枝の飽和又は不飽和の
脂肪族の二価の基を意味する。ＣＸアルキレン及びＣＸ－Ｙアルキレンが代表的に使用さ
れ、ここで、Ｘ及びＹは鎖中の炭素原子数を示す。例えば、Ｃ１－６アルキレンとしては
、メチレン（－ＣＨ２－）、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）、トリメチレン（－ＣＨ２Ｃ
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Ｈ２ＣＨ２－）、テトラメチレン（－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－）　２－ブテニレン（
－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨＣＨ２－）、２－メチルテトラメチレン（－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｃ
Ｈ２ＣＨ２－）、ペンタメチレン（－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－）など）が挙げ
られる。
【００３６】
　「アルキリデン」は、親分子に二重結合によって結合した直鎖又は分枝の飽和又は不飽
和の脂肪族基を意味する。ＣＸアルキリデン及びＣＸ－Ｙアルキリデンが代表的に使用さ
れ、ここで、Ｘ及びＹは鎖中の炭素原子数を示す。例えば、Ｃ１－６アルキリデンとして
は、メチレン（＝ＣＨ２）、エチリデン（＝ＣＨＣＨ３）、イソプロピリデン（＝Ｃ（Ｃ
Ｈ３）２）、プロピリデン（＝ＣＨＣＨ２ＣＨ３）、アリリデン（＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ２

）など）が挙げられる。
【００３７】
　「アミノ」は、水素又は炭素原子が窒素に結合されている、２個のさらなる置換基を有
する窒素部分を意味する。例えば、代表的なアミノ基としては、－ＮＨ２、－ＮＨＣＨ３

、－Ｎ（ＣＨ３）２、－ＮＨＣ１－１０－アルキル、－Ｎ（Ｃ１－１０－アルキル）２、
－ＮＨアリール、－ＮＨヘテロアリール、－Ｎ（アリール）２、－Ｎ（ヘテロアリール）

２などが挙げられる。任意で、窒素と共に２個の置換基は、環も形成し得る。違うように
示されていない限り、アミノ部分を含む本発明の化合物は、その保護された誘導体を含み
得る。アミノ部分の適切な保護基としては、アセチル、ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル、
ベンジルオキシカルボニルなどが挙げられる。
【００３８】
　「アミノアルキル」は、１個以上の置換された又は非置換の窒素原子（－Ｎ－）がアル
キルの炭素原子間に配置されている点以外は、上記で定義されたようなアルキルを意味す
る。例えば、（Ｃ２－６）アミノアルキルは、２～６個の炭素と炭素原子間に配置された
１個以上の窒素原子を含有する鎖を指す。
【００３９】
　「動物」としては、ヒト、非ヒト哺乳動物（例えば、イヌ、ネコ、ウサギ、ウシ、ウマ
、ヒツジ、ヤギ、ブタ、シカなど）及び非哺乳動物（例えば、鳥類など）が挙げられる。
【００４０】
　「芳香族」は、構成原子が不飽和の環系を形成し、環系中のすべての原子がｓｐ２混成
でありπ電子の総数が４ｎ＋２に等しい部分を意味する。芳香環は、環原子が炭素原子の
みのものであり得るか、又は、炭素及び非炭素原子を含み得る（ヘテロアリール参照）。
【００４１】
　「アリール」は、各環が、芳香族であるか、又は、１個以上の環と縮合している場合、
芳香環集合を形成する、単環式又は多環式の環集合を意味する。１個以上の環原子が炭素
ではない場合（例えば、Ｎ、Ｓ）、上記アリールはヘテロアリールである。ＣＸアリール
及びＣＸ－Ｙアリールが代表的に使用され、ここで、Ｘ及びＹは環中の原子数を示す。
【００４２】
　「ビシクロアルキル」は、飽和又は部分不飽和の縮合二環式又は架橋の多環式環集合を
意味する。
【００４３】
　「ビシクロアリール」は、環が単結合により連結されているか、又は、縮合しており、
そして、集合を構成する環のうち少なくとも１個が芳香族である、二環式環集合を意味す
る。ＣＸビシクロアリール及びＣＸ－Ｙビシクロアリールが代表的に使用され、ここで、
Ｘ及びＹは二環式環集合中の炭素原子数及び当該環に直接結合した炭素原子数を示す。
【００４４】
　本明細書中で使用される「架橋環」は、別の環に結合して、両方の環に共通する２個の
環原子がお互いに直接は結合していない二環式構造を有する化合物を形成する環を指す。
架橋環を有する一般的な化合物の非限定的な例には、ボルネオール、ノルボルナン、７－
オキサビシクロ［２．２．１］ヘプタンなどが挙げられる。二環式系の一方又は両方の環
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はまた、ヘテロ原子を含み得る。
【００４５】
　「カルバモイル」は、基－ＯＣ（Ｏ）ＮＲａＲｂ（式中、Ｒａ及びＲｂは、互いに独立
して、水素又は炭素原子が窒素に結合している２個のさらなる置換基である）を意味する
。
【００４６】
　「炭素環」は、炭素原子からなる環を意味する。
【００４７】
　「炭素環式ケトン誘導体」は、環が－ＣＯ－部分を含有する炭素環式誘導体を意味する
。
【００４８】
　「カルボニル」は、基－ＣＯ－を意味する。カルボニル基は、様々な置換基でさらに置
換されて、酸、酸ハライド、アルデヒド、アミド、エステル、及びケトンを包含する異な
るカルボニル基を形成し得ることが留意される。
【００４９】
　「カルボキシ」は、基－ＣＯ２－を意味する。カルボキシ部分を含有する本発明の化合
物は、その保護された誘導体（すなわち、酸素が保護基で置換されている場合）を包含し
得ることが留意される。カルボキシ部分の適切な保護基には、ベンジル、ｔｅｒｔ－ブチ
ルなどが挙げられる。
【００５０】
　「シアノ」は、基－ＣＮを意味する。
【００５１】
　「シクロアルキル」は、非芳香族の飽和又は部分不飽和の単環式、縮合二環式又は架橋
多環式環集合を意味する。ＣＸシクロアルキル及びＣＸ－Ｙシクロアルキルが代表的に使
用され、ここで、Ｘ及びＹは環集合中の炭素原子数を示す。例えば、Ｃ３－１０シクロア
ルキルには、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロ
ヘキセニル、２，５－シクロヘキサジエニル、ビシクロ［２．２．２］オクチル、アダマ
ンタン－１－イル、デカヒドロナフチル、オキソシクロヘキシル、ジオキソシクロヘキシ
ル、チオシクロヘキシル、２－オキソビシクロ［２．２．１］ヘプト－１－イルなどが挙
げられる。
【００５２】
　「シクロアルキレン」は、二価の飽和又は部分不飽和の単環式又は多環式環集合を意味
する。ＣＸシクロアルキレン及びＣＸ－Ｙシクロアルキレンが代表的に使用され、ここで
、Ｘ及びＹは環集合中の炭素原子数を示す。
【００５３】
　「疾患」には、具体的には、動物又はその一部の任意の不健康な状態が挙げられ、その
動物に適用される医学上又は獣医学上の治療によって引き起こされ得るか又はそれに伴い
得る不健康な状態（すなわち、そのような治療の「副作用」）を包含する。
【００５４】
　本明細書中で使用される「縮合環」は、別の環に結合して、両方の環に共通する環原子
が互いに直接結合している二環式構造を有する化合物を形成する環を指す。一般的な縮合
環の非限定的な例には、デカリン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン、インド
ール、フラン、ベンゾフラン、キノリンなどが挙げられる。縮合環系を有する化合物は、
飽和、部分飽和、炭素環式、ヘテロ環式、芳香族、ヘテロ芳香族などであり得る。
【００５５】
　「ハロ」は、フルオロ、クロロ、ブロモ又はヨードを意味する。
【００５６】
　孤立した基又はより大きな基の一部としての「ハロ置換アルキル」は、１個以上の「ハ
ロ」原子（当該用語は本願で定義されるとおり）によって置換された「アルキル」を意味
する。ハロ置換アルキルとしては、ハロアルキル、ジハロアルキル、トリハロアルキル、
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パーハロアルキルなどが挙げられる（例えば、ハロ置換（Ｃ１－３）アルキルとしては、
クロロメチル、ジクロロメチル、ジフルオロメチル、トリフルオロメチル、２，２，２－
トリフルオロエチル、パーフルオロエチル、２，２，２－トリフルオロ－１，１－ジクロ
ロエチルなどが挙げられる）。
【００５７】
　「ヘテロ原子」は、炭素原子ではない原子を指す。ヘテロ原子の特定の例には、窒素、
酸素、及び硫黄が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５８】
　「ヘテロ原子部分」は、その部分が結合される原子が炭素ではない部分を包含する。ヘ
テロ原子部分の例には、－Ｎ＝、－ＮＲｃ－、－Ｎ＋（Ｏ－）＝、－Ｏ－、－Ｓ－又は－
Ｓ（Ｏ）２－が挙げられ、ここで、Ｒｃはさらなる置換基である。
【００５９】
　「ヘテロビシクロアルキル」は、本願で定義されるようなビシクロアルキルを意味する
が、但し、環内の１個以上の原子がヘテロ原子である。例えば、本願で使用されるヘテロ
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキルとしては、３－アザ－ビシクロ［４．１．０］ヘプト－
３－イル、２－アザ－ビシクロ［３．１．０］ヘキシ－２－イル、３－アザ－ビシクロ［
３．１．０］ヘキシ－３－イルなどが挙げられるが、これらに限定されない。
【００６０】
　「ヘテロシクロアルキレン」は、本願で定義されるようなシクロアルキレンを意味する
が、但し、１個以上の環構成要素の炭素原子が、ヘテロ原子で置き替えられている。
【００６１】
　「ヘテロアリール」は、５又は６個の環原子を有する環式芳香族基を意味し、ここで、
少なくとも１個の環原子はヘテロ原子であり、残りの環原子は炭素である。窒素原子は、
任意で四級化され得、硫黄原子は、任意で酸化され得る。本発明のヘテロアリール基とし
ては、フラン、イミダゾール、イソチアゾール、イソキサゾール、オキサジアゾール、オ
キサゾール、１，２，３－オキサジアゾール、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、ピリ
ジン、ピリミジン、ピロリン、チアゾール、１，３，４－チアジアゾール、トリアゾール
及びテトラゾールに由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。「ヘテロアリ
ール」としてはまた、二環式又は三環式環が挙げられるが、これらに限定されない（ここ
で、ヘテロアリール環が、アリール環、シクロアルキル環、シクロアルケニル環、及び別
の単環式ヘテロアリール又はヘテロシクロアルキル環からなる群から独立して選択される
１個又は２個の環に縮合されている）。これらの二環式又は三環式ヘテロアリールとして
は、ベンゾ［ｂ］フラン、ベンゾ［ｂ］チオフェン、ベンズイミダゾール、イミダゾ［４
，５－ｃ］ピリジン、キナゾリン、チエノ［２，３－ｃ］ピリジン、チエノ［３，２－ｂ
］ピリジン、チエノ［２，３－ｂ］ピリジン、インドリジン、イミダゾ［１，２ａ］ピリ
ジン、キノリン、イソキノリン、フタラジン、キノキサリン、ナフチリジン、キノリジン
、インドール、イソインドール、インダゾール、インドリン、ベンズオキサゾール、ベン
ゾピラゾール、ベンゾチアゾール、イミダゾ［１，５－ａ］ピリジン、ピラゾロ［１，５
－ａ］ピリジン、イミダゾ［１，２－ａ］ピリミジン、イミダゾ［１，２－ｃ］ピリミジ
ン、イミダゾ［１，５－ａ］ピリミジン、イミダゾ［１，５－ｃ］ピリミジン、ピロロ［
２，３－ｂ］ピリジン、ピロロ［２，３－ｃ］ピリジン、ピロロ［３，２－ｃ］ピリジン
、ピロロ［３，２－ｂ］ピリジン、ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン、ピロロ［３，２－
ｄ］ピリミジン、ピロロ［２，３－ｂ］ピラジン、ピラゾロ［１，５－ａ］ピリジン、ピ
ロロ［１，２－ｂ］ピリダジン、ピロロ［１，２－ｃ］ピリミジン、ピロロ［１，２－ａ
］ピリミジン、ピロロ［１，２－ａ］ピラジン、トリアゾ［１，５－ａ］ピリジン、プテ
リジン、プリン、カルバゾール、アクリジン、フェナジン、フェノチアゼン（ｐｈｅｎｏ
ｔｈｉａｚｅｎｅ）、フェノキサジン、１，２－ジヒドロピロロ［３，２，１－ｈｉ］イ
ンドール、インドリジン、ピリド［１，２－ａ］インドール及び２（１Ｈ）－ピリジノン
から誘導されたものが挙げられるが、これらに限定されない。二環式又は三環式のヘテロ
アリール環は、ヘテロアリール基自体、あるいは、それが縮合したアリール、シクロアル
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キル、シクロアルケニル又はヘテロシクロアルキル基を介して、親分子に結合され得る。
本発明のヘテロアリール基は、置換されていても、非置換であってもよい。
【００６２】
　「ヘテロビシクロアリール」は、本願で定義されるようなビシクロアリールを意味する
が、但し、環内の１個以上の原子はヘテロ原子である。例えば、本願で使用されるヘテロ
（Ｃ４－１２）ビシクロアリールとしては、２－アミノ－４－オキソ－３，４－ジヒドロ
プテリジン－６－イル、テトラヒドロイソキノリニルなどが挙げられるが、これらに限定
されない。
【００６３】
　「ヘテロシクロアルキル」は、本願で定義されるようなシクロアルキルを意味するが、
但し、環を形成する１個以上の原子は、Ｎ、Ｏ、又はＳから独立して選択されるヘテロ原
子である。ヘテロシクロアルキルの非限定的な例には、ピペリジル、４－モルホリル、４
－ピペラジニル、ピロリジニル、パーヒドロピロリジニル、１，４－ジアザパーヒドロエ
ピニル（１，４－ｄｉａｚａｐｅｒｈｙｄｒｏｅｐｉｎｙｌ）、１，３－ジオキサニル、
１，４－ジオキサニルなどが挙げられる。
【００６４】
　「ヒドロキシ」は、基－ＯＨを意味する。
【００６５】
　「イミノケトン誘導体」は、部分－Ｃ（ＮＲ）－（式中、Ｒは窒素に結合した水素又は
炭素原子を含有する）を含有する誘導体を意味する。
【００６６】
　「異性体」は、同一分子式を有するが、それらの原子の結合の性質又は順序、あるいは
、空間中でのそれらの原子の配置が異なる任意の化合物を意味する。空間中でのそれらの
原子の配置が異なる異性体は「立体異性体」と呼ばれる。互いの鏡像ではない立体異性体
は「ジアステレオマー」と呼ばれ、重ね合わせることができない鏡像である立体異性体は
「エナンチオマー」又は時折「光学異性体」と呼ばれる。４つの同一でない置換基に結合
された炭素原子は「キラル中心」と呼ばれる。１個のキラル中心を持つ化合物は、反対の
キラリティーの２個のエナンチオマー形態を有する。これら２個のエナンチオマー形態の
混合物は「ラセミ混合物」と呼ばれる。１個を越えるキラル中心を有する化合物は、２ｎ

－１個のエナンチオマー対を有する（ここで、ｎはキラル中心の数である）。１個を越え
るキラル中心を持つ化合物は、個別のジアステレオマーとして又はジアステレオマーの混
合物（「ジアステレオマー混合物」と呼ばれる）として、存在し得る。１個のキラル中心
が存在する場合、立体異性体は、そのキラル中心の絶対配置によって特徴付けられ得る。
絶対配置は、キラル中心に結合した置換基の空間配置を指す。エナンチオマーは、それら
のキラル中心の絶対配置によって特徴付けられ、Ｃａｈｎ、Ｉｎｇｏｌｄ及びＰｒｅｌｏ
ｇのＲ－及びＳ－順位則によって記載される。立体化学の命名法、立体化学の決定方法及
び立体異性体の分離に関する慣習は、当該分野で周知である（例えば、“Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ”，４ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｍａｒｃｈ，Ｊ
ｅｒｒｙ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９９２を参照のこと
）。
【００６７】
　「ニトロ」は、基－ＮＯ２を意味する。
【００６８】
　「オキサアルキル」は、１個以上の酸素原子（－Ｏ－）がアルキルの炭素原子間に配置
されているところを除いて、上記に定義したようなアルキルを意味する。例えば、（Ｃ２

－６）オキサアルキルは、２～６個の炭素と炭素原子間に配置された１個以上の酸素原子
とを含有する鎖を指す。
【００６９】
　「オキソアルキル」は、カルボニル基でさらに置換されたアルキルを意味する。カルボ
ニル基は、アルデヒド、ケトン、エステル、アミド、酸又は酸クロリドであり得る。
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【００７０】
　「医薬上許容される」は、概して安全で、非毒性で、生物学的にもそれ以外でも所望で
ないものではない医薬組成物を調製するのに有用であることを意味し、獣医学上の用途及
びヒトの医薬用途に許容されることを包含する。
【００７１】
　「医薬上許容される塩」は、上記に定義したように、医薬上許容され、かつ、所望の薬
理学的活性を有する、本発明の阻害剤の塩を意味する。そのような塩には、無機酸（例え
ば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸など）と、又は、有機酸（例えば、酢酸、プ
ロピオン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸、シクロペンタンプロピオン酸、グリコール酸、ピ
ルビン酸、乳酸、マロン酸、コハク酸、リンゴ酸、マレイン酸、フマル酸、酒石酸、クエ
ン酸、安息香酸、ｏ－（４－ヒドロキシベンゾイル）安息香酸、桂皮酸、マンデル酸、メ
タンスルホン酸、エタンスルホン酸、１，２－エタンジスルホン酸、２－ヒドロキシエタ
ンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ｐ－クロロベンゼンスルホン酸、２－ナフタレンス
ルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、カンファースルホン酸、４－メチルビシクロ［２．
２．２］オクト－２－エン－１－カルボン酸、グルコヘプトン酸、４，４’－メチレンビ
ス（３－ヒドロキシ－２－エン－１－カルボン酸）、３－フェニルプロピオン酸、トリメ
チル酢酸、第三級ブチル酢酸、ラウリル硫酸、グルコン酸、グルタミン酸、ヒドロキシナ
フトエ酸、サリチル酸、ステアリン酸、ムコン酸など）と、形成された酸付加塩が挙げら
れる。
【００７２】
　医薬上許容される塩はまた、存在する酸性プロトンが無機又は有機の塩基と反応できる
場合に形成され得る塩基付加塩も含む。許容される無機塩には、水酸化ナトリウム、炭酸
ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化アルミニウム及び水酸化カルシウムが挙げられる。
許容される有機塩には、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン
、トロメタミン、Ｎ－メチルグルカミンなどが挙げられる。
【００７３】
　「プロドラッグ」は、本発明の阻害剤へとインビボで代謝的に変換され得る化合物を意
味する。プロドラッグ自体は、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害活性を有して
いてもよいし有していなくてもよい。例えば、ヒドロキシ基を含有する阻害剤は、インビ
ボでの加水分解によってヒドロキシ化合物へと変換されるエステルとして投与され得る。
インビボでヒドロキシ化合物へと変換され得る適切なエステルには、酢酸エステル、クエ
ン酸エステル、乳酸エステル、酒石酸エステル、マロン酸エステル、シュウ酸エステル、
サリチル酸エステル、プロピオン酸エステル、コハク酸エステル、フマル酸エステル、マ
レイン酸エステル、メチレン－ビス－ｂ－ヒドロキシナフトエ酸エステル、ゲンチシン酸
エステル、イセチオン酸エステル、ジ－ｐ－トルオイル酒石酸エステル、メタンスルホン
酸エステル、エタンスルホン酸エステル、ベンゼンスルホン酸エステル、ｐ－トルエンス
ルホン酸エステル、シクロヘキシルスルファミン酸エステル、キナ酸エステル、アミノ酸
のエステルなどが挙げられる。同様に、アミン基を含有する阻害剤は、インビボでの加水
分解によってアミン化合物へと変換されるアミドとして投与され得る。
【００７４】
　「保護された誘導体」は、反応性部位（単数又は複数）が保護基によってブロックされ
ている阻害剤の誘導体を意味する。保護された誘導体は、阻害剤の調製において有用であ
るか、又は、それ自体において阻害剤として活性であり得る。適切な保護基の包括的なリ
ストは、Ｔ．Ｗ．Ｇｒｅｅｎｅ，Ｐｒｏｔｅｃｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａ
ｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，３ｒｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎ
ｓ，Ｉｎｃ．１９９９に見出され得る。
【００７５】
　「環」は、炭素環又はヘテロ環系を意味する。
【００７６】
　「置換された又は非置換の」は、所定の部分が、利用可能な原子価を介した水素置換基
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のみからなり得る（非置換である）か、又は、所定の部分の名称によって違うように特定
されない利用可能な原子価を介した１個以上の非水素の置換基をさらに含み得る（置換さ
れている）ことを意味する。例えば、イソプロピルは、－ＣＨ３によって置換されている
エチレン部分の例である。一般に、非水素の置換基は、置換されていると特定されている
所定の部分の原子に結合され得る任意の置換基であり得る。置換基の例には、それぞれが
また任意で置換されていても非置換であってもよい、アルデヒド、脂環式、脂肪族、（Ｃ

１－１０）アルキル、アルキレン、アルキリデン、アミド、アミノ、アミノアルキル、芳
香族、アリール、ビシクロアルキル、ビシクロアリール、カルバモイル、カルボシクリル
、カルボキシル、カルボニル基、シクロアルキル、シクロアルキレン、エステル、ハロ、
ヘテロビシクロアルキル、ヘテロシクロアルキレン、ヘテロアリール、ヘテロビシクロア
リール、ヘテロシクロアルキル、オキソ、ヒドロキシ、イミノケトン、ケトン、ニトロ、
オキサアルキル、及びオキソアルキル部分が挙げられるが、これらに限定されない。
【００７７】
　「スルフィニル」は、基－ＳＯ－を意味する。スルフィニル基は、種々の置換基でさら
に置換されて、スルフィン酸、スルフィンアミド、スルフィニルエステル、及びスルホキ
シドを包含する異なるスルフィニル基を形成し得ることが留意される。
【００７８】
　「スルホニル」は、基－ＳＯ２－を意味する。スルホニル基は、種々の置換基でさらに
置換されて、スルホン酸、スルホンアミド、スルホン酸エステル、及びスルホンを包含す
る異なるスルホニル基を形成し得ることが留意される。
【００７９】
　「治療上有効量」は、疾患を治療するために動物へと投与された場合に、疾患に対する
そのような治療を達成するのに十分な量を意味する。
【００８０】
　「チオカルボニル」は、基－ＣＳ－を意味する。チオカルボニル基は、種々の置換基で
さらに置換されて、チオ酸、チオアミド、チオエステル、及びチオケトンを包含する異な
るチオカルボニル基を形成し得ることが留意される。
【００８１】
　「治療」又は「治療する」は、本発明の化合物の任意の投与を意味し、以下を包含する
：
　（１）　疾患に羅患しやすいようであるが未だ疾患の病理学若しくは徴候学を経験又は
提示していない動物において、疾患が生じるのを予防すること、
　（２）　羅患した疾患の病理学若しくは徴候学を経験又は提示している動物において、
疾患を抑制すること（すなわち、病理学及び／又は徴候学のさらなる進展を阻止すること
）、或いは、
　（３）　疾患の病理学若しくは徴候学を経験又は提示している動物において、疾患を回
復すること（すなわち、病理学及び／又は徴候学を反転させること）。
【００８２】
　本明細書中に提供した定義のすべてについて、特定されたものを超えるさらなる置換基
が包含され得るというという意味では、定義は、オープン・エンドであるとして解釈され
るべきであることが留意される。従って、Ｃ１アルキルは、１個の炭素原子が存在するこ
とを示すが、炭素原子上の置換基が何であるかは示さない。従って、Ｃ１アルキルは、メ
チル（すなわち、－ＣＨ３）、並びに、－ＣＲａＲｂＲｃ（式中、Ｒａ、Ｒｂ、及びＲｃ

は、それぞれ独立して、水素、又は、炭素に結合した原子がヘテロ原子又はシアノである
任意の他の置換基であり得る）を包含する。従って、例えば、ＣＦ３、ＣＨ２ＯＨ及びＣ
Ｈ２ＣＮはすべてＣ１アルキルである。
【００８３】
発明の詳細な説明
　本発明は、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ(及び、特に１１β－ヒドロキシス
テロイドデヒドロゲナーゼ１型（本明細書中で１１ｂ－ＨＳＤ１と称される）)を阻害す
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るために使用され得る化合物、組成物、キット及び製品に関する。
【００８４】
　１１ｂ－ＨＳＤ１は、ヒトでは６０種以上のメンバーを有する、短鎖デヒドロゲナーゼ
／レダクターゼ（ＳＤＲ）酵素ファミリーに属する（Ｏｐｐｅｒｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．
，Ｃｈｅｍ　Ｂｉｏｌ　Ｉｎｔｅｒａｃｔ，１４３－１４４，２４７－２５３（２００３
）；Ｋａｌｌｂｅｒｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｃｉ，１１，６３６－６４１
（２００２））。ＳＤＲは、構造的に保存されたα／βヌクレオチド結合ロスマンフォー
ルドを含む、変換可能なＮＡＤ（Ｈ）／ＮＡＤＰ（Ｈ）依存性オキシドレダクターゼであ
る。コア構造内の、２個の保存されたモチーフが、全てのＳＤＲ酵素間で共通である。ジ
ヌクレオチド－結合型Ｐ－ループは、β－ストランドとα－へリックスとの間でターンを
形成し、リボース糖及びピロリン酸に直接接触している。Ｔｙｒ－Ｘ－Ｘ－Ｘ－Ｌｙｓモ
チーフは、基質を配向させる保存されたＳｅｒとしばしば共に、還元及び酸化反応中間体
への及び還元及び酸化反応中間体からの、プトロン転移を触媒する。基質の結合に応じて
しばしばコンフォメーションを変化させてバルクの溶媒から活性部位を遮蔽する、ＳＤＲ
酵素のフレキシブルな領域が、酵素特異性を媒介する。ＳＤＲのオリゴマー化及び細胞内
局在は、しばしばＮ及びＣ末端突出部位により媒介される。
【００８５】
　１１ｂ－ＨＳＤ１は、インビボで主にレダクターゼとして機能する、ＮＡＤＰＨ－依存
性酵素である。細胞内にて、単一のＮ末端膜貫通へリックス及び関連するリンカーが、小
胞体（ＥＲ）管腔内にＣ末端の触媒ドメインをアンカーさせる。
【００８６】
　例えば脂肪、血管、脳、精巣、眼及び胎盤などの多様な組織型において、１１ｂ－ＨＳ
Ｄ１は、グルココルチコイドの局所濃度の制御に重要な役割を果たしている。１１ｂ－Ｈ
ＳＤ１の調節不全は、２型糖尿病、骨粗鬆症、高血圧症、視覚障害、認知障害、メタボリ
ックシンドローム及び他の代謝障害などの領域に関与している。
【００８７】
　本発明の化合物は、他の短鎖デヒドロゲナーゼファミリーメンバーに対しても阻害活性
を有し得、それ故これら他のファミリーメンバーに関連する疾患状態に対処するために使
用され得ることが留意される。
【００８８】
１１β－ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼの結晶構造
　Ｓｙｒｒｘ，Ｉｎｃ．（Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）は、１１β－ヒ
ドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ１型（１１ｂ－ＨＳＤ１）の結晶構造を解明した（
米国特許出願第１０／８００，０２４号明細書、２００４年３月１２日出願、及び同第１
０／８００，４２７号明細書、２００４年３月１２日出願、各々は参考としてその全体が
本明細書中に援用されている）。本明細書中で提供される阻害剤の設計を導くために、結
晶構造の知見を用いた。
【００８９】
　中心の６－ストランド、全ての平行なβ－シートが、３個のα－へリックスで両脇から
はさまれている点において、１１ｂ－ＨＳＤ１の全体的なロスマンフォールドトポロジー
は、他のＳＤＲ酵素と類似している（Ｈｏｓｆｉｅｌｄ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｂｉｏｌ．
Ｃｈｅｍ．，２８０（６），４６３９－４８（２００５））。ステロイド結合ポケットの
ひとつの壁を形成する、コンフォメーション的に可変なβ６－α６挿入部、さらなるβ－
ストランド（β７）及び２個のＣ末端α－へリックス（αＥ及びαＦ）が、コア構造に付
加されて、１１ｂ－ＨＳＤ１のフォールディングが完成する。両方のリボース糖がＣ２－
エンドコンフォメーションの形をとる伸びたコンフォメーションの形で分子が結合すると
いう点で、１１ｂ－ＨＳＤ１に対するＮＡＤＰ＋の結合は、他のＳＤＲ酵素と類似してい
る。アデニン及びニコチンアミド環はどちらも整然としており、アンチ（ａｎｔｉ）体の
形をとるアデニン及びシン（ｓｙｎ）体の形をとるニコチンアミドが、リボース糖の平面
に対してほぼ垂直に結合している。アデノシン部分は、４つのループ（β１／α１、β２
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／α２、β３／α３、及びβ４／α４）並びにα－へリックス（α４）により形成される
間隙内にある。
【００９０】
ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤
　一実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤は以下
を包含する：
【００９１】
【化１】

【００９２】
（式中：
　ｔ１は、１、２及び３からなる群から選択され；
　ｔ２は、１、２及び３からなる群から選択され；
　ｕは、０、１、２、３、４、５、６、７、８、９及び１０からなる群から選択され；
　Ｘは、ＮＲ３及びＣＲ４Ｒ５からなる群から選択され；
　Ｙは、Ｎ及びＣＲ１０からなる群から選択され；
　Ｒ１は、各々が置換された又は非置換の、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ

３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビ
シクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘ
テロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択され、但し、ＹがＮのときに、
Ｒ１はアルク－４－イル－フェニル（ａｌｋ－４－ｙｌ－ｐｈｅｎｙｌ）ではない；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ３は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、チオ、ヒドロキシ、アルコキ
シ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、スルホンアミド、イ
ミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ
（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（
Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル
（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィ
ニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキ
ル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－

１２）ビシクロアリールからなる群から選択されるか、あるいはＲ２及びＲ３が一緒にな
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　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　Ｒ１０は、各々が置換された又は非置換の、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、アル
コキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１０）
アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ

９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１

－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）アル
キル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アル
キル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホ
ニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）
アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビ
シクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択される
）。
【００９３】
　上記の実施態様の一変形においては、ｔ１は２及び３からなる群から選択される。別の
変形においては、ｔ１は２である。さらに別の変形においては、ｔ２は２及び３からなる
群から選択される。また別の変形においては、ｔ２は２である。
【００９４】
　別の実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤は以
下を包含する：
【００９５】



(24) JP 5140577 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

【化２】

【００９６】
（式中：
　ｒは、０、１、２、３、４、５、６、７及び８からなる群から選択され；
　Ｘは、ＮＲ３及びＣＲ４Ｒ５からなる群から選択され；
　Ｒ１は、各々が置換された又は非置換の、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ

３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビ
シクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘ
テロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択され、但し、Ｒ１はアルク－４
－イル－フェニル（ａｌｋ－４－ｙｌ－ｐｈｅｎｙｌ）ではない；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ３は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、チオ、ヒドロキシ、アルコキ
シ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、スルホンアミド、イ
ミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ
（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（
Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル
（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィ
ニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキ
ル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－

１２）ビシクロアリールからなる群から選択されるか、あるいはＲ２及びＲ３が一緒にな
って環を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２
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）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；かつ
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成する）。
【００９７】
　また別の実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤
は以下を包含する：
【００９８】
【化３】

【００９９】
（式中：
　ｒは、０、１、２、３、４、５、６、７及び８からなる群から選択され；
　ｎは、１、２、３、４及び５からなる群から選択され；
　Ｘは、ＮＲ３及びＣＲ４Ｒ５からなる群から選択され；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ３は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、チオ、ヒドロキシ、アルコキ
シ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、スルホンアミド、イ
ミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ
（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（
Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル
（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィ
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ニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキ
ル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－

１２）ビシクロアリールからなる群から選択されるか、あるいはＲ２及びＲ３が一緒にな
って環を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；かつ
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　各々のＲ６は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、カルボキシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、
アミノ、カルボキサミド、（Ｃ１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、ス
ルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘ
テロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－

１２）ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５

）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－

１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオ
カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ

１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリ
ール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビ
シクロアリールからなる群から独立して選択されるか、あるいは２個のＲ６が一緒になっ
て環を形成し、但し、Ｒ６はアルク－４－イル（ａｌｋ－４－ｙｌ）ではない）。
【０１００】
　また別の実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤
は以下を包含する：
【０１０１】
【化４】
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【０１０２】
（式中：
　ｒは、０、１、２、３、４、５、６、７及び８からなる群から選択され；
　Ｘは、ＮＲ３及びＣＲ４Ｒ５からなる群から選択され；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ３は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、チオ、ヒドロキシ、アルコキ
シ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、スルホンアミド、イ
ミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ
（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（
Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル
（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィ
ニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキ
ル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－

１２）ビシクロアリールからなる群から選択されるか、あるいはＲ２及びＲ３が一緒にな
って環を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；かつ
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ
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１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　Ｒ６は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
カルボキシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ
、カルボキサミド、（Ｃ１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニ
ル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（
Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）
ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アル
キル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）
アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボ
ニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３

）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、
ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロ
アリールからなる群から選択される）。
【０１０３】
　さらなる実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤
は以下を包含する：
【０１０４】
【化５】

【０１０５】
（式中：
　ｒは、０、１、２、３、４、５、６、７及び８からなる群から選択され；
　ｍは、０、１、２、３、４、５、６及び７からなる群から選択され；
　Ｘは、ＮＲ３及びＣＲ４Ｒ５からなる群から選択され；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ３は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、チオ、ヒドロキシ、アルコキ
シ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、スルホンアミド、イ
ミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ
（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（
Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル
（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキ
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ル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィ
ニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキ
ル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－

１２）ビシクロアリールからなる群から選択されるか、あるいはＲ２及びＲ３が一緒にな
って環を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　各々のＲ７は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
独立して選択されるか、あるいは２個のＲ７が一緒になって環を形成する）。
【０１０６】
　別の実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤は以
下を包含する：
【０１０７】
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【化６】

【０１０８】
（式中：
　ｒは、０、１、２、３、４、５、６、７及び８からなる群から選択され；
　ｍは、０、１、２、３、４、５、６及び７からなる群から選択され；
　Ｘは、ＮＲ３及びＣＲ４Ｒ５からなる群から選択され；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ３は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、チオ、ヒドロキシ、アルコキ
シ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、スルホンアミド、イ
ミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ
（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（
Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル
（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィ
ニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキ
ル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－

１２）ビシクロアリールからなる群から選択されるか、あるいはＲ２及びＲ３が一緒にな
って環を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ
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１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　各々のＲ７は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
独立して選択されるか、あるいは２個のＲ７が一緒になって環を形成する）。
【０１０９】
　さらに別の実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害
剤は以下を包含する：
【０１１０】
【化７】

【０１１１】
（式中：
　ｒは、０、１、２、３、４、５、６、７及び８からなる群から選択され；
　ｑは、０、１、２、３、４、５、６、７、８及び９からなる群から選択され；
　Ｘは、ＮＲ３及びＣＲ４Ｒ５からなる群から選択され；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
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　Ｒ３は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、チオ、ヒドロキシ、アルコキ
シ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、スルホンアミド、イ
ミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ
（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（
Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル
（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィ
ニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキ
ル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－

１２）ビシクロアリールからなる群から選択されるか、あるいはＲ２及びＲ３が一緒にな
って環を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　各々のＲ９は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
独立して選択されるか、あるいは２個のＲ９が一緒になって環を形成する）。
【０１１２】
　さらなる実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤
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は以下を包含する：
【０１１３】
【化８】

【０１１４】
（式中：
　ｓは、０、１、２、３、４、５及び６からなる群から選択され；
　Ｘは、ＣＲ４Ｒ５であり；
　Ｒ１は、各々が置換された又は非置換の、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ

３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビ
シクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘ
テロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択され、但し、Ｒ１はアルク－４
－イル－フェニル（ａｌｋ－４－ｙｌ－ｐｈｅｎｙｌ）ではない；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；かつ
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－
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１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成する）。
【０１１５】
　またさらなる実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻
害剤は以下を包含する：
【０１１６】
【化９】

【０１１７】
（式中：
　ｓは、０、１、２、３、４、５及び６からなる群から選択され；
　ｎは、１、２、３、４及び５からなる群から選択され；
　Ｘは、ＣＲ４Ｒ５であり；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；かつ
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル



(35) JP 5140577 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　各々のＲ６は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、カルボキシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、
アミノ、カルボキサミド、（Ｃ１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、ス
ルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘ
テロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－

１２）ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５

）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－

１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオ
カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ

１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリ
ール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビ
シクロアリールからなる群から独立して選択されるか、あるいは２個のＲ６が一緒になっ
て環を形成し、但し、Ｒ６はアルク－４－イル（ａｌｋ－４－ｙｌ）ではない）。
【０１１８】
　さらにさらなる実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ
阻害剤は以下を包含する：
【０１１９】
【化１０】

【０１２０】
（式中：
　ｓは、０、１、２、３、４、５及び６からなる群から選択され；
　Ｘは、ＣＲ４Ｒ５であり；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
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アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；かつ
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　Ｒ６は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
カルボキシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ
、カルボキサミド、（Ｃ１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニ
ル、スルフィニル、（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（
Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）
ビシクロアルキル、アリール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アル
キル、パーハロ（Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）
アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボ
ニル（Ｃ１－３）アルキル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３

）アルキル、アミノ（Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、
ヘテロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロ
アリールからなる群から選択される）。
【０１２１】
　別の実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤は以
下を包含する：
【０１２２】
【化１１】

【０１２３】
（式中：
　Ｓは、０、１、２、３、４、５及び６からなる群から選択され；
　ｍは、０、１、２、３、４、５、６及び７からなる群から選択され；
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　Ｘは、ＣＲ４Ｒ５であり；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　各々のＲ７は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
独立して選択されるか、あるいは２個のＲ７が一緒になって環を形成する）。
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【０１２４】
　また別の実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤
は以下を包含する：
【０１２５】
【化１２】

【０１２６】
（式中：
　ｓは、０、１、２、３、４、５及び６からなる群から選択され；
　ｍは、０、１、２、３、４，５，６及び７からなる群から選択され；
　Ｘは、ＣＲ４Ｒ５であり；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ
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１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　各々のＲ７は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
独立して選択されるか、あるいは２個のＲ７が一緒になって環を形成する）。
【０１２７】
　さらに別の実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害
剤は以下を包含する：
【０１２８】
【化１３】

【０１２９】
（式中：
　ｓは、０、１、２、３、４、５及び６からなる群から選択され；
　ｑは、０、１、２、３、４、５、６、７、８及び９からなる群から選択され；
　Ｘは、ＣＲ４Ｒ５であり；
　Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいは２個のＲ２が一緒になって環を形成するか、あるいは２個のＲ２が同一
原子に結合して一緒になってオキソ基を形成し；
　Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ、
アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－１

０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－１

０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、
（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール（
Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０）
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アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０）
アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、ス
ルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－１

０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１２

）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択さ
れるか、あるいはＲ２及びＲ４が一緒になって環を形成し；
　Ｒ５は、各々が置換された又は非置換の、水素、ハロ、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
選択されるか、あるいはＲ４及びＲ５が一緒になって環を形成し；かつ
　各々のＲ９は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロ
キシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ

１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ

１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアル
キル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリ
ール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－

１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキ
ル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ

１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９

－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から
独立して選択されるか、あるいは２個のＲ９が一緒になって環を形成する）。
【０１３０】
　上記の各々の実施態様及び変形の変形においては、Ｒ１は以下からなる群から選択され
る：
【０１３１】
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【化１４】

【０１３２】
（式中、Ｒ１は置換された又は非置換である）。
【０１３３】
　上記の各々の実施態様及び変形の別の変形においては、Ｒ１は以下からなる群から選択
される：
【０１３４】
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【化１５】

【０１３５】
（式中、Ｒ１は置換された又は非置換である）。
【０１３６】
　上記の各々の実施態様及び変形の別の変形においては、Ｒ２は、各々が置換された又は
非置換の、ハロ、アルコキシ、（Ｃ１－３）アルキル、ハロ（Ｃ１－３）アルキル、（Ｃ

３－６）シクロアルキル、ジアルキルアミノ及びシクロアミノからなる群から選択される
。別の変形においては、Ｒ２は、各々が置換された又は非置換の、－ＣＨ３、シクロプロ
ピル、－Ｆ、－ＣＦ３及び－ＯＣＨ３からなる群から選択される。
【０１３７】
　上記の各々の実施態様及び変形の別の変形においては、Ｒ３は、各々が置換された又は
非置換の、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ

９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール、ヘテ
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ロアリール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリ
ールからなる群から選択される。別の変形においては、Ｒ３は以下を含む：
【０１３８】
【化１６】

【０１３９】
　（式中：
　Ｒ１１は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ
、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－

１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル
、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール
（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０

）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０

）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、
スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－

１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１

２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択
され；
　Ｒ１２は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ
、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－

１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル
、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール
（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０

）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０

）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、
スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－

１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１

２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択
されるか、あるいはＲ１１とＲ１２が一緒になって環を形成し；かつ
　Ｒ１３は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒドロキシ
、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（Ｃ１－

１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（Ｃ１－

１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル
、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール
（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１－１０

）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１－１０

）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アルキル、
スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（Ｃ１－

１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ９－１

２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群から選択
される）。
【０１４０】
　上記の各々の実施態様及び変形のまた別の変形においては、Ｒ３は以下を含む：
【０１４１】
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【化１７】

【０１４２】
（式中：
　Ｒ１１は、各々が置換された又は非置換の、水素、－ＣＨ３；－ＣＨ２ＣＨ３；－ＣＨ
（ＣＨ３）２；－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）２；－ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）Ｈ２；－Ｐｈ；－ＣＨ

２Ｐｈ；スピロ－シクロブチル；又はスピロ－シクロペンチルからなる群から選択され；
　Ｒ１２は、各々が置換された又は非置換の、水素及びメチルからなる群から選択され；
かつ
　Ｒ１３は、各々が置換された又は非置換の、水素、プロピル、シクロプロピル、スピロ
－シクロプロピル、ブチル、スピロ－シクロブチル、スピロ－シクロペンチル、ベンジル
、及びフェニルからなる群から選択される）。
【０１４３】
　上記の各々の実施態様及び変形のさらに別の変形においては、Ｒ３は、各々が置換され
た又は非置換の、メチル、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、フェニル、
ピリジル、ピリミジル、チアゾリル、及びアダマンチル（ａｄａｍａｎｔｌｙ）からなる
群から選択される。別の変形においては、Ｒ３は以下を含む：
【０１４４】

【化１８】

【０１４５】
（式中、Ｒ１４は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒド
ロキシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（
Ｃ１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（
Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロア
ルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、ア
リール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１

－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１

－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アル
キル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（
Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ

９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群か
ら選択される）。
【０１４６】
　上記の変形の一変形においては、Ｒ１４は、各々が置換された又は非置換の、（Ｃ１－

６）アルキル、ハロ（Ｃ１－６）アルキル、及びアミノカルボニルからなる群から選択さ
れる。
【０１４７】
　上記の各々の実施態様及び変形のさらなる変形においては、Ｒ３は、置換された又は非
置換のフェニルである。別の変形においては、Ｒ３は、各々が置換された又は非置換の、
ヒドロキシ、ハロ、アルコキシ、カルボニル、ニトロ、及びアミノからなる群から選択さ
れる置換基で置換されたフェニルである。
【０１４８】
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　上記の各々の実施態様及び変形の一変形においては、Ｒ４は、各々が置換された又は非
置換の（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロアルキル、（Ｃ９－

１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、アリール、ヘテロア
リール、（Ｃ９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリール
からなる群から選択される。別の変形においては、Ｒ４は以下からなる群から選択される
：
【０１４９】
【化１９】

【０１５０】
　上記の各々の実施態様及び変形のまた別の変形においては、Ｒ４は以下を含む：
【０１５１】
【化２０】

【０１５２】
（式中、Ｒ１４は、各々が置換された又は非置換の、水素、ニトロ、シアノ、チオ、ヒド
ロキシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロアリールオキシ、カルボニル、アミノ、（
Ｃ１－１０）アルキルアミノ、スルホンアミド、イミノ、スルホニル、スルフィニル、（
Ｃ１－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）シクロア
ルキル、（Ｃ９－１２）ビシクロアルキル、ヘテロ（Ｃ３－１２）ビシクロアルキル、ア
リール（Ｃ１－１０）アルキル、ヘテロアリール（Ｃ１－５）アルキル、パーハロ（Ｃ１

－１０）アルキル、（Ｃ３－１２）シクロアルキル（Ｃ１－１０）アルキル、ハロ（Ｃ１

－１０）アルキル、カルボニル（Ｃ１－３）アルキル、チオカルボニル（Ｃ１－３）アル
キル、スルホニル（Ｃ１－３）アルキル、スルフィニル（Ｃ１－３）アルキル、アミノ（
Ｃ１－１０）アルキル、イミノ（Ｃ１－３）アルキル、アリール、ヘテロアリール、（Ｃ

９－１２）ビシクロアリール、及びヘテロ（Ｃ４－１２）ビシクロアリールからなる群か
ら選択される）。
【０１５３】
　上記の変形の一変形においては、Ｒ１４は、各々が置換された又は非置換の、（Ｃ１－

６）アルキル、ハロ（Ｃ１－６）アルキル、及びアミノカルボニルからなる群から選択さ
れる。
【０１５４】
　上記の各々の実施態様及び変形の別の変形においては、Ｒ４は、置換された又は非置換
のフェニルである。別の変形においては、Ｒ４は、各々が置換された又は非置換の、ヒド
ロキシ、ハロ、アルコキシ、カルボニル、ニトロ、及びアミノからなる群から選択される
置換基で置換されたフェニルである。
【０１５５】
　上記の各々の実施態様及び変形のまた別の変形においては、Ｒ６は、各々が置換された
又は非置換の、ハロ、シアノ、アルコキシ、アリールオキシ、（Ｃ１－６）アルキル、及
びアリールからなる群から選択される。
【０１５６】
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　上記の各々の実施態様及び変形のさらなる変形においては、Ｒ７は、各々が置換された
又は非置換の、（Ｃ１－６）アルキル及びアミノからなる群から選択される。
【０１５７】
　また別の実施態様においては、本発明は以下からなる群から選択された化合物に関する
：
　１－フェニル－４－（ｍ－トリルスルホニル）ピペラジン；
　１－（３－メトキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（３－フェノキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（３－クロロ－２－メチルフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（２，３－ジヒドロベンゾ［ｂ］［１，４］ジオキシン－６－イルスルホニル）－
４－フェニルピペラジン；
　１－（４－フェノキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（４－メトキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（２，４－ジメトキシ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　Ｎ－［４－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－フェニル］－アセトアミ
ド；
　１－（２－クロロ－６－メチル－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　１－（２，６－ジクロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　１－（２－クロロ－４－フルオロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン
；
　１－（２，３－ジクロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　１－（２，４－ジクロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　１－（３，４－ジメチル－イソキサゾール－５－スルホニル）－４－フェニル－ピペラ
ジン；
　１－（１，２－ジメチル－１Ｈ－イミダゾール－４－スルホニル）－４－フェニル－ピ
ペラジン；
　１－（ベンゾフラン－２－スルホニル）－４－フェニル－ピペラジン；
　６－メチル－５－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－イミダゾ［２，１
－ｂ］チアゾール；
　５－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－ベンゾチアゾール；
　２－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニトリル；
　４－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニトリル；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（３－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－フェニル－４－（ｏ－トリルスルホニル）ピペラジン；
　１－（２，５－ジフルオロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　８－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）キノリン；
　１－（３－クロロ－２－フルオロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　４－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾ［ｃ］［１，２，５］チ
アジアゾール；
　１－（５－ブロモ－６－クロロピリジン－３－イルスルホニル）－４－フェニルピペラ
ジン；
　１－（６－モルホリノピリジン－３－イルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　３－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニトリル；
　１－（２－フルオロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　１－（２－ブロモフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　５－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾ［ｃ］［１，２，５］チ
アジアゾール；
　４－メチル－７－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）－３，４－ジヒド
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ロ－２Ｈ－ベンゾ［ｂ］［１，４］オキサジン；
　５－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリン；
　１－フェニル－４－（ピリジン－２－イルスルホニル）ピペラジン；
　４－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾ［ｃ］［１，２，５］オ
キサジアゾール；
　１－（３，５－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イルスルホニル）－４－フェニルピ
ペラジン；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェノール；
　２－（４－（３－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェノール；
　２－（４－ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェノール；
　１－（２－クロロフェニル）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン；
　１－（３－クロロフェニル）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン；
　１－（４－クロロフェニル）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（２－メトキシフェニル）ピペラジン；
　（１Ｒ，４Ｓ）－２－（４－クロロフェニル）－５－（２－クロロフェニルスルホニル
）－２，５－ジアザ－ビシクロ［２．２．１］ヘプタン；
　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ベンズアルデヒ
ド；
　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェノール；
　１－（４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェニル
）エタノン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（２－ニトロフェニル）ピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（３－ニトロフェニル）ピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（４－ニトロフェニル）ピペラジン；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ベンゼンアミン
；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－２－イル）ベンゼンアミン
；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）安息香酸；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ベンズアミド；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（ピリジン－２－イル）ピペラジン；
　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）－４－（ピリジン－２－イル）ピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（５－クロロピリジン－２－イル）ピペ
ラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（３－ニトロピリジン－２－イル）ピペ
ラジン；
　３－［４－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペラジン－１－イル］－ピリジン
－２－オール；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ピリミジン；
　２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ピリミジン；
　２－（４－（ナフタレン－２－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ピリミジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（５－ニトロチアゾール２－イル）ピペ
ラジン；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チアゾール－４
－カルボン酸；
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チアゾール－４
－カルボキサミド；
　（２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チアゾール－
４－イル）メタノール；
　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）－４－（チアゾール－２－イル）ピペラジン
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；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－１’－アダマンチルピペラジン；
　ｔｅｒｔ－ブチル　２－（４－（４－クロロフェニルスルホニル）－２－オキソピペラ
ジン－１－イル）アセテート；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－シクロペンチルピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－シクロヘキシルピペラジン；
　１－シクロペンチル－４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン；
　８－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）キノリン；
　１－シクロペンチル－４－（４－メチルナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン
；
　５－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルナフ
タレン－１－アミン；
　５－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリン；
　１－（５－クロロナフタレン－１－イルスルホニル）－４－シクロペンチルピペラジン
；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン；
　１－ベンジル－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－２－オン；
　（Ｒ）－Ｎ－（１－ベンジルピロリジン－３－イル）－２－クロロベンゼンスルホンア
ミド；
　２－（２－クロロフェニルスルホニル）－オクタヒドロピロロ［１，２－ａ］ピラジン
；
　２－（２－クロロフェニルスルホニル）－オクタヒドロ－１Ｈ－ピリド［１，２－ａ］
ピラジン；
　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－１Ｈ－インド
ール；
　７－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－１Ｈ－インダ
ゾール；
　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－１Ｈ－インダ
ゾール；
　１－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ベン
ゾ［ｄ］イミダゾール－２（３Ｈ）－オン；
　１－（１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－４－イル）ピペリジン－２
－オン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（ピペリジン－１－イル）ピペリジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニル－１，２，３，６－テトラヒド
ロピリジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペリジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（ピロリジン－１－イル）ピペリジン；
　４－（１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－４－イル）モルホリン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（２－メトキシフェニル）ピペリジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－ｏ－トリルピペリジン；
　メチル　２－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）ベン
ゾエート；
　（２－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）フェニル）
メタノール；
　（４ａＲ，８ａＳ）－２－（２－クロロフェニルスルホニル）－デカヒドロイソキノリ
ン；
　３－（１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－４－イル）－６－フルオロ
ベンゾ［ｄ］イソキサゾール；
　１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ブタン－２－
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オール；
　（Ｒ）－３－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）ブタン－１－オール；
　（Ｓ）－３－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）ブタン－１－オール；
　メチル　２－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）プロパノエート；
　（Ｒ）－４－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）ペンタン－１－オール；
　（Ｒ）－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ペン
タン－１－オール；
　（１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シクロペン
チル）メタノール；
　（Ｒ）－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－３
－フェニルプロパン－１－オール；
　（Ｒ）－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－２
－フェニルエタノール；
　（Ｒ）－１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）プロ
パン－２－オール；
　（Ｓ）－１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）プロ
パン－２－オール；
　トランス－２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シク
ロペンタノール；
　トランス－２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シク
ロヘキサノール；
　４－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリン－１－オー
ル；
　メチル　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－カルボキシレート
；
　２－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）プロパン－２
－オール；
　１－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）シクロプロパ
ノール；
　１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）エタノン；
　１－（１－メチルシクロプロピル）－４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラ
ジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジ
ン；
　１－（３－クロロ－２－メチルフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピ
ル）ピペラジン；
　１－（２－クロロ－６－メチルフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピ
ル）ピペラジン；
　１－（２－クロロ－４－フルオロフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロ
ピル）ピペラジン；
　１－（４－ブロモ－２－クロロフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピ
ル）ピペラジン；
　１－（１－メチルシクロプロピル）－４－（２－（トリフルオロメチル）フェニルスル
ホニル）ピペラジン；
　３－クロロ－４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）ベンゾニトリル；
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　１－（４－ブロモ－２－メチルフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピ
ル）ピペラジン；
　１－（４－ブロモ－２－（トリフルオロメチル）フェニルスルホニル）－４－（１－メ
チルシクロプロピル）ピペラジン；
　１－（ベンゾ［ｂ］チオフェン－３－イルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロ
ピル）ピペラジン；
　５－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノ
リン；
　１－（シクロプロピルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン；
　４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニ
トリル；
　１－（４－イソプロポキシフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピル）
ピペラジン；
　１－（４－（ジフルオロメトキシ）フェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプ
ロピル）ピペラジン；
　１－（３－（ジフルオロメトキシ）フェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプ
ロピル）ピペラジン；
　１－（１－メチルシクロプロピル）－４－（パーフルオロフェニルスルホニル）ピペラ
ジン；
　（１－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シクロブチル
）メタノール；
　エチル　１－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シクロ
プロパンカルボキシレート；
　４－（２－クロロフェニルスルホニル）－１－シクロペンチルピペリジン；
　（Ｒ）－４－（３－メチル－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イル
スルホニル）イソキノリン－１－オール；
　（Ｓ）－４－（３－メチル－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イル
スルホニル）イソキノリン－１－オール；
　４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノ
リン－１－オール；
　（Ｒ）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）－２－メチル－１－（１－メチルシク
ロプロピル）－ピペラジン；
　（Ｒ）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）－２－メチル－１－（１－メチルシク
ロプロピル）－ピペラジン；
　（Ｒ）－１－（２－クロロフェニルスルホニル）－２－メチル－４－（１－メチルシク
ロプロピル）－ピペラジン；
　１’－（２－クロロフェニルスルホニル）スピロ［ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソー
ル－２，４’－ピペリジン］；
　２－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニ
トリル；
　４－ベンジル－７－（２－クロロフェニルスルホニル）－４，７－ジアザスピロ［２．
５］オクタン；
　１－（４－フルオロナフタレン－１－イルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロ
ピル）ピペラジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（トリフルオロメチル）ピペリジン；
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－シクロプロピルピペラジン；
　（Ｓ）－Ｎ－シクロペンチル－１－（キノリン－８－イルスルホニル）ピロリジン－３
－アミン；
　（Ｓ）－８－（３－（アゼチジン－１－イル）ピロリジン－１－イルスルホニル）キノ
リン；
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　（Ｒ）－４－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル）イソキノリ
ン－１－オール；
　（Ｓ）－４－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル）イソキノリ
ン－１－オール；
　（Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（キノリン－８－イルスルホニル）ピロリジン－３－
アミン；
　（Ｓ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（キノリン－８－イルスルホニル）ピロリジン－３－
アミン；
　（Ｒ）－１－（１－クロロイソキノリン－４－イルスルホニル）－Ｎ－（シクロプロピ
ルメチル）ピロリジン－３－アミン；
　（Ｒ）－４－（３－（シクロプロピルメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル
）イソキノリン－１－オール；
　（Ｒ）－４－（３－（アゼチジン－１－イル）ピロリジン－１－イルスルホニル）－１
－クロロイソキノリン；
　（Ｒ）－４－（３－（アゼチジン－１－イル）ピロリジン－１－イルスルホニル）イソ
キノリン－１－オール；
　（Ｒ）－１－（５－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル）イン
ドリン－１－イル）エタノン；
　（Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（２－メチル－４－（チオフェン－３－イル）フェニ
ルスルホニル）ピロリジン－３－アミン；
　（Ｒ）－１－（インドリン－５－イルスルホニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピロリジン－３
－アミン；
　（Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（３－メチルビフェニル－４－イルスルホニル）ピロ
リジン－３－アミン；
　（Ｒ）－４－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル）－３－メチ
ルベンゾニトリル；
　（Ｒ）－１－（４－（ジメチルアミノ）－２－メチルフェニルスルホニル）－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピロリジン－３－アミン；
　１－（４－クロロ－５－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルス
ルホニル）インドリン－１－イル）－２，２，２－トリフルオロエタノン；
　４－クロロ－５－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）インドリン；
　１－クロロ－４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）イソキノリン；
　４－（２－（４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）イソキノリン－１－イルオキシ）エチル）モルホリン；
　４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニル）－Ｎ－（
２－モルホリノエチル）イソキノリン－１－アミン；
　４－（４－シクロプロピルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリン－１－オー
ル；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－フルオロメチル－シクロプロピ
ル）－ピペラジン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－トリフルオロメチル－シクロプ
ロピル）－ピペラジン；
　１－［４－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペラジン－１－イル］－シクロプ
ロパンカルボン酸アミド；
　２－［４－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペラジン－１－イル］－２－シク
ロプロピル－エタノール；
　｛１－［１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペリジン－４－イル］－シクロ
プロピル｝－メタノール；
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　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－トリフルオロメチルシクロプロ
ピル）－ピペリジン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピ
ペリジン；
　１－［１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペリジン－４－イル］－シクロプ
ロパンカルボン酸アミド；
　７－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－メチル－シクロプロピル）－４
，７－ジアザ－スピロ［２．５］オクタン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－２，５－ジメチル－４－（１－メチル－シ
クロプロピル）－ピペラジン；
　２－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－５－（１－メチル－シクロプロピル）－２
，５－ジアザ－ビシクロ［２．２．２］オクタン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フルオロ－４－（１－メチル－シクロ
プロピル）－ピペリジン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－（１－メチル－シクロプロピル）－４
－トリフルオロメチル－ピペリジン；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フルオロ－４－フェニル－ピペリジン
；
　１－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－４－トリフルオロメチル－
ピペリジン；
　１－［４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピペラジン－１－スルホニル］－１，２
，３，４－テトラヒドロ－キノリン；
　１－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－１，２，３，４－テトラヒドロ
－キノリン；
　１－［４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピペラジン－１－スルホニル］－１，２
，３，４－テトラヒドロ－キノキサリン；
　１－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－１，２，３，４－テトラヒドロ
－キノキサリン；
　４－［４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピペラジン－１－スルホニル］－３，４
－ジヒドロ－２Ｈ－ベンゾ［１，４］オキサジン；
　４－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－ベン
ゾ［１，４］オキサジン；
　４－［４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピペラジン－１－スルホニル］－３，４
－ジヒドロ－２Ｈ－ベンゾ［１，４］チアジン；
　４－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－ベン
ゾ［１，４］チアジン；
　１－［４－（１－メチル－シクロプロピル）－ピペラジン－１－スルホニル］－１，２
，３，４－テトラヒドロ－キノリン；
　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン；
　１－（２－メトキシ－フェニル）－４－（ナフタレン－２－スルホニル）－ピペラジン
；
　１－（５－クロロ－２－メチル－フェニル）－４－（ナフタレン－２－スルホニル）－
ピペラジン；
　フラン－２－イル－［４－（ナフタレン－２－スルホニル）－ピペラジン－１－イル］
－メタノン；
　１－（４－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン；
　ｔｅｒｔ－ブチル　４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－カルボキ
シレート；及び
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－メチルピペラジン。
【０１５８】
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　本発明の化合物は、医薬上許容される塩、生体加水分解エステル、生体加水分解性アミ
ド、生体加水分解性カルバメート、溶媒和物、水和物又はこれらのプロドラッグの形態で
あり得ることが留意される。例えば、化合物は、水素のような異なる置換基にインビボで
変換可能な置換基を任意で含有する。
【０１５９】
　化合物は、立体異性体の混合物中に存在し得るか、又は化合物は単一の立体異性体を含
み得ることが、さらに留意される。
【０１６０】
　本発明は、活性成分として上記の実施態様及び変形のうちいずれかひとつの化合物を含
有する医薬組成物もまた提供する。特定の一変形においては、組成物は経口投与に適合さ
れた固形製剤である。別の特定の変形においては、組成物は経口投与に適合された液体製
剤である。さらに別の特定の変形においては、組成物は錠剤である。また別の特定の変形
においては、組成物は非経口投与に適合された液体製剤である。
【０１６１】
　別の局面においては、上記の実施態様及び変形のうちいずれかひとつの化合物を含有す
る医薬組成物であって、当該組成物が、経口、非経口、腹腔内、静脈内、動脈内、経皮、
舌下、筋肉内、経直腸、経頬、鼻腔内、リポソーム、経吸入、膣内、眼内、経局所送達（
例えば、カテーテル又はステントによる）、皮下、脂肪内、関節内、及び髄腔内からなる
群から選択される経路による投与に適合されている、医薬組成物が提供される。
【０１６２】
　さらに別の局面においては、上記の実施態様及び変形のうちいずれかひとつの化合物を
含むキット；並びに組成物が投与される疾患状態を示すこと、組成物の保管情報、投与情
報及び組成物の投与方法に関する指示書からなる群から選択される１個以上の情報形態を
含む指示書が提供される。特定の一変形においては、キットは複数回投与形態で化合物を
含む。
【０１６３】
　また別の局面においては、上記の実施態様及び変形のうちいずれかひとつの化合物；及
び包装材料を含有する製品が提供される。一変形においては、包装材料は、化合物を収容
するための容器を構成する。特定の一変形においては、容器は、化合物が投与される疾患
状態、保管情報、投与情報及び／又は化合物を投与する方法に関する指示書からなる群の
うちの１個以上の要素を示すラベルを含む。別の変形においては、製品は複数回投与形態
での化合物を含有する。
【０１６４】
　さらなる局面においては、上記の実施態様及び変形のうちいずれかひとつの化合物を、
被検体に投与する工程を包含する治療方法が提供される。
【０１６５】
　別の局面においては、上記の実施態様及び変形のうちいずれかひとつの化合物とＨＳＤ
を接触させる工程を包含するＨＳＤの阻害方法が提供される。
【０１６６】
　さらに別の局面においては、上記の実施態様及び変形のうちいずれかひとつの化合物を
、ＨＳＤをインビボで阻害するために、被検体中に存在させる工程を包含する、ＨＳＤの
阻害方法が提供される。
【０１６７】
　さらなる局面においては、インビボで第２の化合物に変換される第１の化合物を被検体
に投与する工程を包含し、第２の化合物がＨＳＤをインビボで阻害し、第２の化合物が上
記の実施態様及び変形のうちいずれかひとつの化合物である、ＨＳＤの阻害方法が提供さ
れる。
【０１６８】
　別の局面においては、疾患状態の病理学及び／又は徴候学に寄与する活性をＨＳＤが有
する疾患状態を治療する方法であって、上記の実施態様及び変形のうちいずれかひとつの
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化合物を、疾患状態への治療上有効量にて、被検体中に存在させる工程を包含する方法が
提供される。
【０１６９】
　さらに別の局面においては、疾患状態の病理学及び／又は徴候学に寄与する活性をＨＳ
Ｄが有する疾患状態を治療する方法であって、上記の実施態様及び変形のうちいずれかひ
とつの化合物を被検体に投与する工程を包含する方法であり、化合物を疾患状態への治療
上有効量にて、被検体中に存在させる工程を包含する方法が提供される。
【０１７０】
　さらなる局面においては、疾患状態の病理学及び／又は徴候学に寄与する活性をＨＳＤ
が有する疾患状態を治療する方法であって、インビボで第２の化合物に変換される第１の
化合物を被検体に投与する工程を包含する方法であり、第２の化合物がインビボでＨＳＤ
を阻害し、第２の化合物が上記の実施態様及び変形のうちいずれかひとつの化合物である
方法が提供される。
【０１７１】
　上記の各々の方法の一変形においては、疾患状態は、２型糖尿病、骨粗鬆症、高血圧症
、視覚障害、認知障害、及びメタボリックシンドロームからなる群から選択される。
【０１７２】
　上記の各々の方法の別の変形においては、ＨＳＤは１１ｂ－ＨＳＤ１である。
【０１７３】
ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤の塩、水和物、及びプロドラッグ
　本発明の化合物は、インビボで本発明の化合物へと変換される塩、水和物及びプロドラ
ッグの形態で存在し得、任意で投与され得ることが理解されるべきである。例えば、当該
分野で周知の手法にしたがって、様々な有機及び無機の酸及び塩基に由来するその医薬上
許容される塩の形態へと本発明の化合物を変換し使用することは、本発明の範囲内である
。
【０１７４】
　本発明の化合物が遊離塩基形態を有する場合、化合物は、化合物の遊離塩基形態を、医
薬上許容される無機又は有機の酸との塩（例えば、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸
塩などのハロゲン化水素；他の鉱酸、及び硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩などのその対応する
塩；並びにエタンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸塩及びベンゼンスルホン酸塩などの
スルホン酸アルキル及びスルホン酸モノアリール；並びに他の有機酸、及び酢酸塩、酒石
酸塩、マレイン酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、安息香酸塩、サリチル酸塩及びアスコル
ビン酸塩などのその対応する塩）と反応させることによって、医薬上許容される酸付加塩
として調製され得る。さらなる本発明の酸付加塩としては、アジピン酸塩、アルギン酸塩
、アルギネート（ａｒｇｉｎａｔｅ）、アスパラギン酸塩、硫酸水素塩、亜硫酸水素塩、
臭化物、酪酸塩、カンホラート、カンファースルホン酸塩、カプリル酸塩、塩化物、クロ
ロ安息香酸塩、シクロペンタンプロピオン酸塩、ジグルコン酸塩、リン酸二水素塩、ジニ
トロ安息香酸塩、ドデシル硫酸塩、フマル酸塩、ガラクテレート（ｇａｌａｃｔｅｒａｔ
ｅ）（粘液酸由来）、ガラクツロン酸、グルコヘプタノエート（ｇｌｕｃｏｈｅｐｔａｏ
ａｔｅ）、グルコン酸塩、グルタミン酸塩、グリセロリン酸塩、ヘミコハク酸、ヘミ硫酸
塩、ヘプタン酸塩、ヘキサン酸塩、馬尿酸塩、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、
２－ヒドロキシエタンスルホン酸塩、ヨウ化物、イセチオン酸塩、イソ酪酸塩、乳酸塩、
ラクトビオン酸塩、リンゴ酸塩、マロン酸塩、マンデル酸塩、メタリン酸塩、メタンスル
ホン酸塩、メチル安息香酸塩、リン酸一水素塩、２－ナフタレンスルホン酸塩、ニコチン
酸塩、硝酸塩、シュウ酸塩、オレイン酸塩、パモ酸塩、ペクチン塩（ｐｅｃｔｉｎａｔｅ
）、過硫酸塩、フェニル酢酸塩、３－フェニルプロピオン酸塩、リン酸塩、ホスホン酸塩
及びフタル酸塩が挙げられるが、これらに限定されない。遊離塩基形態は、代表的には、
対応する塩形態とは極性溶媒中での溶解度などの物理的特性が幾分か異なるが、その他の
点では、本発明の目的については、塩はその対応する遊離塩基形態と均等であることが理
解されるべきである。
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【０１７５】
　本発明の化合物が遊離酸形態を有する場合、医薬上許容される塩基付加塩は、化合物の
遊離酸形態を、医薬上許容される無機又は有機の塩基と反応させることによって、調製さ
れ得る。そのような塩基の例としては、カリウム、ナトリウム及びリチウムの水酸化物を
含むアルカリ金属水酸化物；バリウム及びカルシウムの水酸化物などのアルカリ土類金属
水酸化物；アルカリ金属アルコキシド（例えば、カリウムエタノラート及びナトリウムプ
ロパノラート）；並びに、水酸化アンモニウム、ピペリジン、ジエタノールアミン及びＮ
－メチルグルタミンなどの種々の有機塩基が挙げられる。本発明の化合物のアルミニウム
塩も包含される。本発明のさらなる塩基塩としては、銅、第二鉄、第一鉄、リチウム、マ
グネシウム、第二マンガン、第一マンガン、カリウム、ナトリウム及び亜鉛の塩が挙げら
れるが、これらに限定されない。有機塩基塩としては、第一級、二級及び三級アミン、天
然の置換アミンを含む置換アミン、環状アミン及び塩基性イオン交換樹脂（例えば、アル
ギニン、ベタイン、カフェイン、クロロプロカイン、コリン、Ｎ，Ｎ’－ジベンジルエチ
レンジアミン（ベンザチン）、ジシクロヘキシルアミン、ジエタノールアミン、２－ジエ
チルアミノエタノール、２－ジメチルアミノエタノール、エタノールアミン、エチレンジ
アミン、Ｎ－エチルモルホリン、Ｎ－エチルピペリジン、グルカミン、グルコサミン、ヒ
スチジン、ヒドラバミン（ｈｙｄｒａｂａｍｉｎｅ）、イソ－プロピルアミン、リドカイ
ン、リジン、メグルミン、Ｎ－メチル－Ｄ－グルカミン、モルホリン、ピペラジン、ピペ
リジン、ポリアミン樹脂、プロカイン、プリン、テオブロミン、トリエタノールアミン、
トリエチルアミン、トリメチルアミン、トリプロピルアミン及びトリス－（ヒドロキシメ
チル）－メチルアミン（トロメタミン））の塩が挙げられるが、これらに限定されない。
遊離酸形態は、代表的には、対応する塩形態とは極性溶媒中での溶解度などの物理的特性
が幾分か異なるが、その他の点では、本発明の目的については、塩はその対応する遊離酸
形態と均等であることが理解されるべきである。
【０１７６】
　塩基性窒素含有基を含有する本発明の化合物は、（Ｃ１－４）アルキルハロゲン化物、
例えば、メチル、エチル、イソ－プロピル及びｔｅｒｔ－ブチルの塩化物、臭化物及びヨ
ウ化物；ジ（Ｃ１－４）アルキル硫酸塩、例えば、ジメチル、ジエチル及びジアミルの硫
酸塩；（Ｃ１０－１８）アルキルハロゲン化物、例えば、デシル、ドデシル、ラウリル、
ミリスチル及びステアリルの塩化物、臭化物及びヨウ化物；並びにアリール（Ｃ１－４）
アルキルハロゲン化物、例えば、塩化ベンジル及び臭化フェネチルのような試薬で四級化
され得る。そのような塩は、水溶性と油溶性両方の本発明の化合物の調製を可能とする。
【０１７７】
　本発明の化合物のＮ－オキシドは、当業者に公知の方法によって調製され得る。例えば
、Ｎ－オキシドは、酸化されていない形態の化合物を、適切な不活性有機溶媒（例えば、
ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素）中、およそ０℃で、酸化剤（例えば、トリフ
ルオロ過酢酸、過マレイン酸、過安息香酸、過酢酸、メタ－クロロパーオキシ安息香酸な
ど）で処理することによって、調製され得る。あるいは、化合物のＮ－オキシドは、適切
な出発物質のＮ－オキシドから調製され得る。
【０１７８】
　本発明の化合物のプロドラッグ誘導体は、インビボで異なる置換基へとその後変換され
るように本発明の化合物の置換基を修飾することによって調製され得る。多くの場合にお
いて、プロドラッグ自体も本発明の化合物の範囲内に含まれることが留意される。例えば
、プロドラッグは、カルバミル化剤（例えば、１，１－アシルオキシアルキルカルボノク
ロリダート、パラ－ニトロフェニルカルボナートなど）又はアシル化剤と化合物を反応さ
せることによって調製され得る。プロドラッグを作製する方法のさらなる例は、Ｓａｕｌ
ｎｉｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９４），Ｂｉｏｏｒｇａｎｉｃ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃｉ
ｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，Ｖｏｌ．４，ｐ．１９８５に記載されて
いる。
【０１７９】
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　本発明の化合物の保護された誘導体もまた作製され得る。保護基の作製及びその除去に
適用可能な技術の例は、Ｔ．Ｗ．Ｇｒｅｅｎｅ，Ｐｒｏｔｅｃｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐｓ　
ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，３ｒｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉ
ｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．１９９９に見出され得る。
【０１８０】
　本発明の化合物はまた、本発明のプロセスの間に、溶媒和物（例えば、水和物）として
、簡便に、調製又は形成され得る。本発明の化合物の水和物は、ジオキシン（ｄｉｏｘｉ
ｎ）、テトラヒドロフラン又はメタノールなどの有機溶媒を使用して、水性／有機溶媒混
合物からの再結晶によって、簡便に調製され得る。
【０１８１】
　本明細書中で使用される「医薬上許容される塩」は、特に、塩が、遊離形態の化合物又
は異なる塩形態の化合物に比べて、向上した薬物動態学的特性を化合物に与える場合、そ
の塩の形態で利用される本発明の任意の化合物を包含するように意図されている。医薬上
許容される塩形態はまた、それが以前は有していなかった所望の薬物動態学的特性を化合
物に最初に与え得るし、体内でのその治療活性に関して、化合物の薬力学に対して一層好
ましく影響を与え得る。好ましく影響を受けうる薬物動態学的特性の例は、化合物が細胞
膜を横切って輸送され、次いで、化合物の吸収、分布、生体内変換及び排泄に直接的かつ
好ましく影響を与え得る様式である。医薬組成物の投与経路は重要であり、様々な解剖学
的、生理学的及び病理学的な因子がバイオアベイラビリティーに重大に影響を与え得るが
、化合物の溶解度は、通常は、それが利用した特定のその塩形態の特性に依存する。当業
者は、化合物の水溶液が、治療される被検体の体内への化合物の最も迅速な吸収を提供す
る一方、脂質溶液及び懸濁液並びに固体投薬形態は、化合物のより低速な吸収をもたらす
ことを理解する。
【０１８２】
ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤の調製
　様々な方法が、本発明の化合物を合成するために開発され得る。これらの化合物を合成
するためのそれぞれの方法を実施例で提供する。しかし、本発明の化合物がまた、他の人
が考案し得る他の合成経路により合成され得ることが留意される。
【０１８３】
　本発明の特定の化合物が、特定の立体化学を化合物に与える他の原子との結合を持つ原
子（例えば、キラル中心）を有することは、容易に理解される。本発明の化合物の合成が
、異なる立体異性体（エナンチオマー、ジアステレオマー）の混合物の発生を結果として
生じ得ることが理解される。特定の立体化学が明記されていない限り、化合物の引用は、
異なる可能性のある立体異性体のすべてを包含するように意図される。
【０１８４】
　異なる立体異性体の混合物を分離するための様々な方法が、当該分野で公知である。例
えば、化合物のラセミ混合物は、ジアステレオ異性体化合物の対を形成するために、光学
活性な分割剤と反応され得る。ついで、ジアステレオマーは、光学的に純粋なエナンチオ
マーを回収するために、分離され得る。分離可能な複合体もまた、エナンチオマー（例え
ば、結晶性のジアステレオ異性体塩）を分割するために使用され得る。ジアステレオマー
は、代表的には、これらの非類似性を利用することによって、これらが容易に分離され得
るのに十分に異なる物理活性（例えば、融点、沸点、溶解度、反応性など）を有する。例
えば、ジアステレオマーは、代表的には、クロマトグラフィーによるか又は溶解度の差異
に基づく分離／分割技術によって、分離され得る。そのラセミ混合物からの化合物の立体
異性体の分割に使用され得る技術のさらに詳細な説明は、Ｊｅａｎ　Ｊａｃｑｕｅｓ　Ａ
ｎｄｒｅ　Ｃｏｌｌｅｔ，Ｓａｍｕｅｌ　Ｈ．Ｗｉｌｅｎ，Ｅｎａｎｔｉｏｍｅｒｓ，Ｒ
ａｃｅｍａｔｅｓ　ａｎｄ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ
，Ｉｎｃ．（１９８１）に見出され得る。
【０１８５】
ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤を含有する組成物
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　多種多様な組成物及び投与方法が、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻
害剤と組み合わせて使用され得る。そのような組成物としては、本発明のヒドロキシステ
ロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤に加えて、従来の医薬上の賦形剤、及び他の従来の医薬上
不活性な薬剤が挙げられ得る。さらに、組成物としては、本発明のヒドロキシステロイド
デヒドロゲナーゼ阻害剤に加えて、活性な薬剤が挙げられ得る。これらのさらなる活性な
薬剤としては、本発明のさらなる化合物及び／又は１種以上の他の医薬上活性な薬剤が挙
げられ得る。
【０１８６】
　組成物は、使用される投与経路に適した様式で製剤化された気体、液体、半液体又は固
体形態であり得る。経口投与の場合、カプセル剤及び錠剤が代表的に使用される。非経口
投与の場合、本明細書中に記載されるようにして調製された凍結乾燥粉末の再構成が代表
的に使用される。
【０１８７】
　本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤を含有する組成物は、経口、非
経口、腹腔内、静脈内、動脈内、経皮、舌下、筋肉内、経直腸、経頬、鼻内、リポソーム
、経吸入、膣内、眼内、経局所送達（例えば、カテーテル又はステントによる）、皮下、
脂肪内、関節内、又は髄腔内で、投与又は同時投与され得る。本発明の化合物及び／又は
組成物はまた、徐放投薬形態で投与又は同時投与され得る。
【０１８８】
　ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤及びそれを含有する組成物は、任意の従
来の投薬形態で投与又は同時投与され得る。本発明の状況における同時投与は、向上した
臨床的結果を達成するための協調治療過程での、１種を超える治療剤（そのうち１種は、
ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤を含有する）の投与を意味するように意図
される。そのような同時投与はまた、同一の範囲を有する（ｃｏｅｘｔｅｎｓｉｖｅ）、
すなわち、重複した期間の間に生じるものであり得る。
【０１８９】
　非経口、皮内、皮下、又は局所適用に使用される溶液又は懸濁液は、任意で、以下の成
分のうち１種以上を含有し得る：滅菌希釈剤、例えば、注射用水、生理食塩水、不揮発性
油（ｆｉｘｅｄ　ｏｉｌ）、ポリエチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコー
ル及び他の合成溶媒；抗菌剤、例えば、ベンジルアルコール及びメチルパラベン；抗酸化
剤、例えば、アスコルビン酸及び亜硫酸水素ナトリウム；キレート化剤、例えば、エチレ
ンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）；緩衝剤、例えば、酢酸塩、クエン酸塩及びリン酸塩；張
度調整剤、例えば、塩化ナトリウム又はデキストロース、並びに、組成物の酸性度又はア
ルカリ性度調整剤、例えば、アルカリ又は酸性化剤、あるいは、炭酸塩、炭酸水素塩、リ
ン酸塩、塩酸並びに酢酸及びクエン酸のような有機酸などの緩衝剤。非経口調製は、ガラ
ス、プラスチック又は他の適切な材料でできたアンプル、使い捨て注射器又は単回若しく
は複数回投与バイアル中に、任意で封入され得る。
【０１９０】
　本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤が不十分な溶解性を示す場合、
化合物を可溶化するための方法が使用され得る。そのような方法は、当業者に公知であり
、そのような方法としては、共溶媒（例えば、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ））を使
用すること、界面活性剤（例えば、ＴＷＥＥＮ）を使用すること、又は、炭酸水素ナトリ
ウム水溶液への溶解が挙げられるが、これらに限定されない。化合物の誘導体（例えば、
化合物のプロドラッグ）もまた、有効な医薬組成物を製剤化するのに使用され得る。
【０１９１】
　本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤を組成物へと混合又は添加すれ
ば、溶液、懸濁液、エマルジョンなどが形成され得る。得られる組成物の形態は、意図す
る投与の態様及び選択した担体又はビヒクル中での化合物の溶解性を含む多数の因子に依
存する。治療される疾患を回復するのに必要とされる有効濃度は、経験的に決定され得る
。
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【０１９２】
　本発明の組成物は、任意で、ヒト及び動物への投与用に、単位投薬形態（ｕｎｉｔ－ｄ
ｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍ）（例えば、錠剤、カプセル剤、丸剤、散剤、吸入用の乾燥粉末、
顆粒剤、滅菌非経口水剤又は懸濁剤、及び経口水剤又は懸濁剤、並びに、適切な量の化合
物、特にその医薬上許容される塩、好ましくはそのナトリウム塩を含有する油－水乳剤）
で、提供される。医薬上治療的に活性な化合物及びその誘導体は、代表的には、単位投薬
形態又は複数回投薬形態（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｄｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍ）で、製剤化され
、投与される。本明細書中で使用される単位投与形態（ｕｎｉｔ－ｄｏｓｅ　ｆｏｒｍ）
は、ヒト及び動物被検体に適しており、当該分野で公知であるように、個別に包装された
物理的に分離した単位を指す。各単位投与は、必要とされる医薬上の担体、ビヒクル又は
希釈剤と関連して、所望の治療的効果を生ずるのに十分な所定量の治療上活性な化合物を
含有する。単位投与形態の例には、アンプル及び注射器、個別に包装された錠剤又はカプ
セル剤が挙げられる。単位投与形態は、その一部又は複数で投与され得る。複数回投与形
態（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｄｏｓｅ　ｆｏｒｍ）は、単一容器に包装された複数の同一の単
位投薬形態であり、分離された単位投与形態で投与される。複数回投与形態の例には、バ
イアル、錠剤又はカプセル剤のボトル、あるいは、パイント又はガロンのボトルが挙げら
れる。したがって、複数回投与形態は、包装物で分離されていない複数の単位投与である
。
【０１９３】
　１種以上の本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤に加えて、組成物と
しては、希釈剤、例えば、乳糖、ショ糖、リン酸二カルシウム、又はカルボキシメチルセ
ルロース；潤沢剤、例えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム及びタ
ルク；並びに、結合剤、例えば、デンプン、天然ゴム（例えば、アカシアゴム）、ゼラチ
ン、グルコース、糖蜜、ポリビニルピロリジン（ｐｏｌｖｉｎｙｌｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎ
ｅ）、セルロース及びその誘導体、ポビドン、クロスポビドン（ｃｒｏｓｐｏｖｉｄｏｎ
ｅ）、及び当業者に公知の他の結合剤が挙げられ得る。液体の医薬上投与可能な組成物は
、例えば、上記で定義したような活性化合物及び任意の医薬上のアジュバントを、例えば
、水、生理食塩水、水性デキストロース、グリセロール、グリコール、エタノールなどの
担体中に、溶解、分散、又は別の方法で混合して、溶液又は懸濁液を形成することによっ
て、調製され得る。所望であれば、投与される医薬組成物はまた、少量の補助物質、例え
ば、湿潤剤、乳化剤、又は可溶化剤、ｐＨ緩衝化剤など（例えば、酢酸塩、クエン酸ナト
リウム、シクロデキストリン誘導体、ソルビタンモノラウレート、トリエタノールアミン
ナトリウムアセテート、トリエタノールアミンオレエート、及び他のそのような薬剤）を
含有し得る。そのような投薬形態を調製する実際の方法は、当該分野で公知であるか、又
は、当業者には明らかである、例えば、ＲｅｍｉｎｇｔｏｎのＰｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃ
ａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｍａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｅａｓｔ
ｏｎ，Ｐａ．，１５ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，１９７５を参照。投与される組成物又は製剤
は、いずれにしても、インビボでヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ活性を減少させ
、それにより、被検体の疾患状態を治療するのに十分な量の本発明のヒドロキシステロイ
ドデヒドロゲナーゼ阻害剤を含有する。
【０１９４】
　投薬形態又は組成物は、任意で、１種以上の本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲ
ナーゼ阻害剤を、０．００５％～１００％（重量／重量）の範囲で含有し、平衡になるよ
うに本明細書中に記載されたもののような追加の物質を含有し得る。経口投与の場合、医
薬上許容される組成物は、任意の１種以上の一般に用いられている賦形剤、例えば、医薬
品等級のマンニトール、乳糖、デンプン、ステアリン酸マグネシウム、タルカム、セルロ
ース誘導体、クロスカルメロースナトリウム、グルコース、ショ糖、炭酸マグネシウム、
サッカリンナトリウム、タルカムなどを任意に含有し得る。そのような組成物としては、
水剤、懸濁剤、錠剤、カプセル剤、散剤、吸入器用の乾燥粉末及び徐放製剤（例えば、イ
ンプラント及びマクロカプセル化送達システム、並びに、コラーゲン、エチレン酢酸ビニ
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ル、ポリ無水物、ポリグリコール酸、ポリオルトエステル、ポリ乳酸などの生分解性、生
体適合性ポリマー、しかしこれらに限定されない）が挙げられる。これらの製剤を調製す
る方法は、当業者に公知である。組成物は、任意で、０．０１％～１００％（重量／重量
）、任意で０．１～９５％、及び任意で１～９５％の１種以上のヒドロキシステロイドデ
ヒドロゲナーゼ阻害剤を含有し得る。
【０１９５】
　ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤の塩、好ましくはナトリウム塩は、身体
からの急速な排出に対して化合物を保護する担体、例えば、時間放出の製剤又はコーティ
ングを用いて、調製され得る。製剤はさらに、特性の所望の組み合わせを得るために、他
の活性化合物を含有し得る。
【０１９６】
経口投与用の製剤
　経口の医薬投薬形態は、固体、ゲル又は液体として存在し得る。固体投薬形態の例には
、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、及び原末（ｂｕｌｋ　ｐｏｗｄｅｒ）が挙げられるが、こ
れらに限定されない。経口錠剤のより具体的な例には、圧縮された、チュアブルのロゼン
ジ及び錠剤（これは、腸溶性コーティング、糖衣又はフィルムコーティングされ得る）が
挙げられる。カプセル剤の例には、硬質又は軟質ゼラチンカプセル剤が挙げられる。顆粒
剤及び散剤は、非発泡性又は発泡性の形態で提供され得る。それぞれは、当業者に公知の
他の成分と組み合わされ得る。
【０１９７】
　特定の実施態様においては、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤は
、固体投薬形態、好ましくはカプセル剤又は錠剤として、提供される。錠剤、丸剤、カプ
セル剤、トローチ剤などは、任意で、１種以上の以下の成分又は同様の性質の化合物を含
有し得る：結合剤；希釈剤；崩壊剤；滑択剤；流動促進剤；甘味剤；及び矯味矯臭剤。
【０１９８】
　使用され得る結合剤の例には、微結晶セルロース、トラガントガム、グルコース溶液、
アカシア粘液、ゼラチン溶液、ショ糖及びデンプンペーストが挙げられるが、これらに限
定されない。
【０１９９】
　使用され得る潤沢剤の例には、タルク、デンプン、ステアリン酸マグネシウム又はカル
シウム、石松子及びステアリン酸が挙げられるが、これらに限定されない。
【０２００】
　使用され得る希釈剤の例には、乳糖、ショ糖、デンプン、カオリン、塩、マンニトール
及びリン酸二カルシウムが挙げられるが、これらに限定されない。
【０２０１】
　使用され得る流動促進剤の例には、コロイド状二酸化ケイ素が挙げられるが、これに限
定されない。
【０２０２】
　使用され得る崩壊剤の例には、クロスカルメロースナトリウム、デンプングリコール酸
ナトリウム、アルギン酸、コーンスターチ、バレイショデンプン、ベントナイト、メチル
セルロース、寒天及びカルボキシメチルセルロースが挙げられるが、これらに限定されな
い。
【０２０３】
　使用され得る着色剤の例には、承認され証明された水溶性ＦＤ＆Ｃ色素のいずれか、そ
の混合物；及びアルミナ水和物に懸濁された水不溶性ＦＤ＆Ｃ色素が挙げられるが、これ
らに限定されない。
【０２０４】
　使用され得る甘味剤の例には、ショ糖、乳糖、マンニトール及び人工甘味剤（例えば、
サイクラミン酸ナトリウム及びサッカリン）、並びに任意の数のスプレー乾燥矯味矯臭物
質が挙げられるが、これらに限定されない。



(60) JP 5140577 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

【０２０５】
　使用され得る矯味矯臭剤の例には、果物などの植物から抽出された天然矯味矯臭剤及び
好ましい感覚を生じる化合物の合成混合物（例えば、ペパーミント及びサリチル酸メチル
、しかしこれらに限定されない）が挙げられるが、これらに限定されない。
【０２０６】
　使用され得る湿潤剤の例には、プロピレングリコールモノステアレート、ソルビタンモ
ノオレエート、ジエチレングリコールモノラウレート及びポリオキシエチレンラウリルエ
ーテルが挙げられるが、これらに限定されない。
【０２０７】
　使用され得る制吐コーティングの例には、脂肪酸、脂質、ワックス、シェラック、アン
モニア処理されたシェラック及びセルロースアセテートフタレートが挙げられるが、これ
らに限定されない。
【０２０８】
　使用され得るフィルムコーティングの例には、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキ
シメチルセルロースナトリウム、ポリエチレングリコール４０００及びセルロースアセテ
ートフタレートが挙げられるが、これらに限定されない。
【０２０９】
　経口投与が望ましい場合、化合物の塩は、任意で、胃の酸性環境からそれを保護する組
成物で提供され得る。例えば、組成物は、その完全性を胃内で維持し、腸内で活性な化合
物を放出する腸溶性コーティングに製剤化され得る。組成物はまた、制酸剤又は他のその
ような成分と組み合わせて、製剤化され得る。
【０２１０】
　投薬単位形態がカプセル剤である場合、それは、任意で、脂肪油などの液体担体をさら
に含有し得る。さらに、投薬単位形態は、任意で、投薬単位の物理形態を改変する様々な
他の材料、例えば、糖及び他の腸溶性薬剤のコーティングをさらに含有し得る。
【０２１１】
　本発明の化合物はまた、エリキシル、懸濁液、シロップ、オブラート、スプリンクル（
ｓｐｒｉｎｋｌｅ）、チューイングガムなどの成分として投与され得る。シロップは、任
意で、活性な化合物に加えて、甘味剤としてのショ糖、ならびに特定の保存剤、色素及び
着色剤及び矯味矯臭剤を含有し得る。
【０２１２】
　本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤はまた、所望の作用を損なわな
い他の活性な物質と、又は、所望の作用を補う物質（例えば、制酸剤、Ｈ２ブロッカー、
及び利尿剤）と、混合され得る。例えば、化合物が喘息又は高血圧を治療することに使用
される場合、それは、それぞれ、他の気管支拡張剤及び抗高血圧剤とともに使用され得る
。
【０２１３】
　本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤を含有する錠剤に含有され得る
医薬上許容される担体の例としては、結合剤、潤沢剤、希釈剤、崩壊剤、着色剤、矯味矯
臭剤、及び湿潤剤が挙げられるが、これらに限定されない。腸溶性コーティングが施され
た錠剤は、腸溶性コーティングのために、胃酸の作用に耐え、中性又はアルカリ性の腸で
溶解又は崩壊する。糖衣錠は、医薬上許容される物質の様々な層が施された圧縮錠剤であ
り得る。フィルムコーティング錠は、ポリマー又は他の適切なコーティングにより被覆さ
れた圧縮錠剤であり得る。多重圧縮錠剤は、先述した医薬上許容される物質を利用して１
より多い圧縮サイクルによって作製された圧縮錠剤であり得る。着色剤もまた、錠剤にお
いて使用され得る。矯味矯臭剤及び甘味剤は、錠剤において使用され得、チュアブル錠及
びロゼンジの形成において特に有用である。
【０２１４】
　使用され得る液体経口投薬形態の例には、水剤、エマルジョン、懸濁剤、非発泡性顆粒
剤から再構成された水剤及び／又は懸濁剤、並びに、発泡性顆粒剤から再構成された発泡
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性調製物が挙げられるが、これらに限定されない。
【０２１５】
　使用され得る水剤の例には、エリキシル剤及びシロップ剤が挙げられるが、これらに限
定されない。本明細書中で使用される場合、エリキシル剤は、透明で甘味がある水性アル
コール性（ｈｙｄｒｏａｌｃｏｈｏｌｉｃ）の調製物を指す。エリキシルで使用され得る
医薬上許容される担体の例には、溶媒が挙げられるが、これに限定されない。使用され得
る溶媒の特定の例には、グリセリン、ソルビトール、エチルアルコール及びシロップが挙
げられる。本明細書中で使用される場合、シロップ剤は、糖（例えば、ショ糖）の濃縮水
溶液を指す。シロップ剤は、任意で、保存剤をさらに含有し得る。
【０２１６】
　エマルジョンは、一方の液体が別の液体の全体に亘って小さな粒の形態で分散されてい
る二相系を指す。エマルジョンは、任意で、水中油又は油中水エマルジョンでありうる。
エマルジョンで使用され得る医薬上許容される担体の例には、非水性液体、乳化剤及び保
存剤が挙げられるが、これらに限定されない。
【０２１７】
　液体経口投薬形態へと再構成される非発泡性顆粒剤で使用され得る医薬上許容される物
質の例には、希釈剤、甘味剤及び湿潤剤が挙げられる。
【０２１８】
　液体経口投薬形態へと再構成される発泡性顆粒剤で使用され得る医薬上許容される物質
の例には、有機酸及び二酸化炭素源が挙げられる。
【０２１９】
　着色剤及び矯味矯臭剤は、上記の投薬形態のすべてにおいて任意で使用され得る。
【０２２０】
　使用され得る保存剤の特定の例には、グリセリン、メチル及びプロピルパラベン、安息
香酸性添加物（ｂｅｎｚｏｉｃ　ａｄｄ）、安息香酸ナトリウム及びアルコールが挙げら
れる。
【０２２１】
　エマルジョンで使用され得る非水性液体の特定の例には、鉱物油及び綿実油が挙げられ
る。
【０２２２】
　使用され得る乳化剤の特定の例には、ゼラチン、アカシア、トラガカント、ベントナイ
ト、及び界面活性剤（例えば、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート）が挙げら
れる。
【０２２３】
　使用され得る懸濁化剤の特定の例には、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ペク
チン、トラガカント、ビーガム（Ｖｅｅｇｕｍ）及びアカシアが挙げられる。希釈剤とし
ては、乳糖及びショ糖が挙げられる。甘味剤には、ショ糖、シロップ、グリセリン及び人
工甘味剤（例えば、サイクラミン酸ナトリウム及びサッカリン）が挙げられる。
【０２２４】
　使用され得る湿潤剤の特定の例には、プロピレングリコールモノステアレート、ソルビ
タンモノオレエート、ジエチレングリコールモノラウレート及びポリオキシエチレンラウ
リルエーテルが挙げられる。
【０２２５】
　使用され得る有機酸の特定の例には、クエン酸及び酒石酸が挙げられる。
【０２２６】
　発泡性組成物で使用され得る二酸化炭素源には、炭酸水素ナトリウム及び炭酸ナトリウ
ムが挙げられる。着色剤には、承認され証明された水溶性ＦＤ＆Ｃ色素のいずれか、及び
その混合物が挙げられる。
【０２２７】
　使用され得る矯味矯臭剤の特定の例には、果物などの植物から抽出された天然矯味矯臭
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剤、及び好ましい風味の感覚を生ずる化合物の合成混合物が挙げられる。
【０２２８】
　固体投薬形態の場合、例えば、炭酸プロピレン、植物油又はトリグリセリド中の、溶液
又は懸濁液は、好ましくは、ゼラチンカプセル中に封入される。そのような溶液、並びに
、その調製及び封入は、米国特許第４，３２８，２４５号明細書；同第４，４０９，２３
９号明細書；及び同第４，４１０，５４５号明細書に開示されている。液体投薬形態の場
合、例えば、ポリエチレングリコール中の、溶液は、投与のために簡単に計量されるため
に十分な量の医薬上許容される液体担体（例えば、水）で、希釈され得る。
【０２２９】
　あるいは、液体又は半固体経口製剤は、活性化合物又は塩を、植物油、グリコール、ト
リグリセリド、プロピレングリコールエステル（例えば、炭酸プロピレン）及び他のその
ような担体中に溶解又は分散し、これらの溶液又は懸濁液を硬質又は軟質ゼラチンカプセ
ル殻に封入することによって、調製され得る。他の有用な製剤としては、米国再発行特許
第２８，８１９号明細書及び米国特許第４，３５８，６０３号明細書に記載されているも
のを包含する。
【０２３０】
注射剤、水剤及びエマルジョン
　本発明はまた、本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤を非経口投与（
注射（皮下、筋肉内又は静脈内のいずれか）によって概して特徴付けられる）によって投
与するために設計された組成物に関する。注射剤は、従来のいずれかの形態で、例えば、
液体溶液又は懸濁液、注射前の液体中の溶液又は懸濁液に適した固体形態として、あるい
は、エマルジョンとして、調製され得る。
【０２３１】
　本発明の注射剤とともに使用され得る賦形剤の例には、水、生理食塩水、デキストロー
ス、グリセロール又はエタノールが挙げられるが、これらに限定されない。注射可能な組
成物はまた、任意で、少量の非毒性の補助物質（例えば、湿潤剤又は乳化剤、ｐＨ緩衝化
剤、安定剤、溶解性増強剤、並びに、例えば、酢酸ナトリウム、ソルビタンモノラウレー
ト、トリエタノールアミンオレエート及びシクロデキストリンなどの他のそのような薬剤
）を含有し得る。一定レベルの投薬量が維持されるような徐放又は持続放出系（ｓｌｏｗ
－ｒｅｌｅａｓｅ　ｏｒ　ｓｕｓｔａｉｎｅｄ－ｒｅｌｅａｓｅ　ｓｙｓｔｅｍ）の埋め
込み（例えば、米国特許第３，７１０，７９５号明細書を参照のこと）も本明細書中で意
図される。そのような非経口組成物に含有される活性化合物の割合は、その具体的な性質
、並びに、化合物の活性及び被検体の必要性に大きく依存する。
【０２３２】
　製剤の非経口投与には、静脈内、皮下及び筋肉内投与が挙げられる。非経口投与用の調
製には、注射用に準備された滅菌溶液、使用直前に溶媒と組み合わせられるように準備さ
れた滅菌乾燥可溶性製品（例えば、皮下注射用の錠剤を含む、本明細書中で記載した凍結
乾燥粉末）、注射用に準備された滅菌懸濁液、使用直前にビヒクルと組み合わせられるよ
うに準備された滅菌乾燥不溶性製品及び滅菌エマルジョンが挙げられる。溶液は水性、非
水性のいずれであってもよい。
【０２３３】
　静脈内投与される場合、適切な担体の例としては、生理食塩水又はリン酸緩衝化生理食
塩水（ＰＢＳ）、及び、増粘剤及び可溶化剤（例えば、グルコース、ポリエチレングリコ
ール、及びポリプロピレングリコール並びにこれらの混合物）を含有する溶液が挙げられ
るが、これらに限定されない。
【０２３４】
　非経口調製で任意で使用され得る医薬上許容される担体の例としては、水性ビヒクル、
非水性ビヒクル、抗菌剤、等張剤、緩衝化剤、抗酸化剤、局所麻酔剤、懸濁剤及び分散剤
、乳化剤、封鎖剤又はキレート化剤、及び他の医薬上許容される物質が挙げられるが、こ
れらに限定されない。
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【０２３５】
　任意で使用され得る水性ビヒクルの例には、塩化ナトリウム注射液、リンゲル注射液、
等張性デキストロース注射液、滅菌水注射液、デキストロース及び乳酸リンゲル注射液が
挙げられる。
【０２３６】
　任意で使用され得る非水性非経口ビヒクルの例には、植物起源の不揮発性油、綿実油、
コーン油、ゴマ油及びピーナツ油が挙げられる。
【０２３７】
　静菌性又は静真菌性の濃縮物中の抗菌剤は、特に、調製が、複数回投与容器に詰められ
、従って、保存され複数のアリコートを取り出すように設計されている場合に、非経口製
剤に添加され得る。使用され得る抗菌剤の例には、フェノール又はクレゾール、水銀化合
物、ベンジルアルコール、クロロブタノール、メチル及びプロピルｐ－ヒドロキシ安息香
酸エステル、チメロサール、塩化ベンザルコニウム及び塩化ベンゼトニウムが挙げられる
。
【０２３８】
　使用され得る等張化剤の例には、塩化ナトリウム及びデキストロースが挙げられる。使
用され得る緩衝化剤の例には、リン酸塩及びクエン酸塩が挙げられる。使用され得る抗酸
化剤の例には、硫酸水素ナトリウムが挙げられる。使用され得る局所麻酔剤の例には、塩
酸プロカインが挙げられる。使用され得る懸濁剤及び分散剤の例には、カルボキシメチル
セルロースナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース及びポリビニルピロリドン
が挙げられる。使用され得る乳化剤の例には、ポリソルベート８０（ＴＷＥＥＮ　８０）
が挙げられる。金属イオンの封鎖剤又はキレート化剤には、ＥＤＴＡが挙げられる。
【０２３９】
　医薬上の担体はまた、任意で、水混和性ビヒクルのために、エチルアルコール、ポリエ
チレングリコール及びプロピレングリコールを、及びｐＨ調整のために、水酸化ナトリウ
ム、塩酸、クエン酸又は乳酸を含有し得る。
【０２４０】
　非経口製剤中のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤の濃度は、所望の薬理学
的作用を生じるのに十分な医薬上有効な量が注射により投与されるように、調節され得る
。ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤の正確な濃度及び／又は使用される投薬
量は、当該分野で公知であるように、患者又は動物の年齢、体重及び状態に最終的には依
存する。
【０２４１】
　単位投薬非経口調製は、アンプル、バイアル又は針付き注射器中に詰められ得る。非経
口投与用のすべての調製は、当該分野で知られ実施されているように、滅菌されたもので
あるべきである。
【０２４２】
　注射剤は、局所又は全身投与用に設計され得る。代表的には、治療的に有効な投薬量は
、処置される組織（単数又は複数）に対して、少なくとも約０．１％ｗ／ｗから約９０％
ｗ／ｗ以上まで、好ましくは１％ｗ／ｗより多い濃度のヒドロキシステロイドデヒドロゲ
ナーゼ阻害剤を含有するように処方される。ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害
剤は、一度に投与されてもよいし、多数のより少量の用量に分けて時間をおいて投与され
てもよい。正確な投薬量及び処置の持続時間は、組成物が非経口投与される部位、担体、
及び、公知の試験プロトコールを用いて経験的にあるいはインビボ又はインビトロ試験デ
ータからの推定によって決定され得る他の変項の関数であることが理解される。濃度及び
投薬量の値はまた、処置される個体の年齢によって変化し得ることが留意されるべきであ
る。任意の特定の被検体については、個々の必要性及び製剤を投与又は当該製剤の投与を
監督する人物の専門的な判断に従って、具体的な投薬量レジメンを経時的に調整する必要
性があり得ることがさらに理解されるべきである。従って、本明細書中に記載した濃度範
囲は、例示であることが意図され、特許請求した製剤の範囲を限定又は実施を制限しない
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ことが意図される。
【０２４３】
　ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤は、任意で、微粉末化された又は他の適
切な形態で懸濁化され得るか、あるいは、より溶解性の活性産物を生み出すために又はプ
ロドラッグを生み出すために、誘導体化され得る。得られる混合物の形態は、意図した投
与の態様及び選択した担体又はビヒクル中での化合物の溶解性を含む多数の要因に依存す
る。有効濃度は、疾患状態の症状を回復するのに十分であり、経験的に決定され得る。
【０２４４】
凍結乾燥粉末
　本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤はまた、水剤、エマルジョン及
び他の混合物としての投与用に再構築され得る凍結乾燥粉末として調製され得る。凍結乾
燥粉末はまた、固体又はゲルとして製剤化され得る。
【０２４５】
　滅菌凍結乾燥粉末は、デキストロース又は他の適切な賦形剤を含有するリン酸ナトリウ
ム緩衝溶液に、化合物を溶解することによって、調製され得る。その後の溶液の滅菌ろ過
、それに続く当業者に公知の標準条件下での凍結乾燥は、所望の製剤をもたらす。簡潔に
説明すると、凍結乾燥粉末は、任意で、デキストロース、ソルビトール、果糖、コーンシ
ロップ、キシリトール、グリセリン、ブドウ糖、ショ糖又は他の適切な薬剤を、約１～２
０％で、好ましくは約５～１５％で、適切な緩衝液（例えば、クエン酸塩、ナトリウム又
はカリウムのリン酸塩あるいは当業者に公知の他のそのような緩衝液（代表的には、およ
そ中性のｐＨ））に、溶解することによって調製され得る。次いで、ヒドロキシステロイ
ドデヒドロゲナーゼ阻害剤を、得られる混合物に、好ましくは室温超で、より好ましくは
約３０～３５℃で、添加し、それが溶解するまで撹拌する。得られる混合物を、さらなる
緩衝液を添加することによって所望の濃度まで希釈する。得られる混合物を、滅菌濾過す
るか、又は、微粒子を取り除くため及び滅菌性を保証するために処理し、凍結乾燥用のバ
イアル中に分ける。各バイアルは、単回投薬量又は複数回投薬量のヒドロキシステロイド
デヒドロゲナーゼ阻害剤を含有し得る。
【０２４６】
局所投与
　本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤はまた、局所混合物として投与
され得る。局所混合物は、局所及び全身投与に使用され得る。得られる混合物は、水剤、
懸濁剤、エマルジョン剤などであり得、クリーム剤、ゲル剤、軟膏剤、エマルジョン剤、
水剤、エリキシル剤、ローション剤、懸濁剤、チンキ剤、ペースト剤、フォーム剤、エア
ゾール剤、灌注剤、スプレー剤、坐剤、包帯、皮膚パッチ又は局所投与に適した任意の他
の製剤として、製剤化される。
【０２４７】
　ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤は、局所適用（例えば、吸入による）用
のエアゾールとして製剤化され得る（米国特許第４，０４４，１２６号明細書、同第４，
４１４，２０９号明細書、及び同第４，３６４，９２３号明細書を参照のこと。これらは
、炎症性疾患、特に喘息の治療に有用なステロイドの送達用のエアゾールを記載している
）。気道への投与用のこれらの製剤は、噴霧器用のエアゾール又は溶液の形態で、あるい
は、吸入用の微細粉末として、単独で又は不活性担体（例えば、乳糖）と組み合わせて、
存在し得る。そのような場合、製剤の粒子は、代表的には、５０ミクロン未満、好ましく
は１０ミクロン未満の直径を有する。
【０２４８】
　ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤はまた、ゲル剤、クリーム剤、及びロー
ション剤の形態で、局所適用（ｌｏｃａｌ　ｏｒ　ｔｏｐｉｃａｌ　ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ）用（例えば、皮膚及び粘膜（例えば、眼の粘膜）への局所適用用）に、そして、眼
への適用用又は大槽内（ｉｎｔｒａｃｉｓｔｅｒｎａｌ）若しくは髄腔内適用用に、製剤
化され得る。経皮送達については、そしてまた、眼又は粘膜への投与については、或いは
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吸入療法については、局所投与が意図される。ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻
害剤の点鼻液はまた、単独で又は他の医薬上許容される賦形剤と組み合わせて、投与され
得る。
【０２４９】
他の投与経路用の製剤
　治療される疾患状態に応じて、他の投与経路（例えば、局所適用、経皮パッチ、及び直
腸投与）もまた用いられ得る。例えば、直腸投与用の医薬投薬形態は、全身作用のための
直腸坐剤、カプセル剤及び錠剤である。本明細書中で使用される直腸坐剤は、直腸内に挿
入するための固形物であって、体温で融解又は軟化して１種以上の薬理学的又は治療的に
活性な成分を放出する固形物を意味する。直腸坐剤において利用される医薬上許容される
物質は、基剤又はビヒクル及び融点を上昇させるための薬剤である。基剤の例には、カカ
オバター（カカオ脂）、グリセリン－ゼラチン、カルボワックス、（ポリオキシエチレン
グリコール）、並びに脂肪酸のモノ－、ジ－及びトリグリセリドの適切な混合物が挙げら
れる。種々の基剤の組み合わせが使用され得る。坐剤の融点を上昇させるための薬剤には
、鯨ロウ及び蝋が挙げられる。直腸坐剤は、圧縮法又は成形のいずれかによって、調製さ
れ得る。直腸坐剤の代表的な重量は、約２～３ｇｍである。直腸投与用の錠剤及びカプセ
ル剤は、経口投与用の製剤の場合と同じ医薬上許容される物質を使用し、同一の方法によ
って、製造され得る。
【０２５０】
製剤例
　以下は、本発明の化合物とともに任意で使用され得る経口、静脈内及び錠剤の製剤の特
定の例である。これらの製剤は、使用される特定の化合物及び製剤を使用しようとする適
応症に応じて変わり得ることが留意される。
【０２５１】
　　　　　　　　　　経口製剤
本発明の化合物　　　　　　１０～１００ｍｇ
クエン酸一水和物　　　　　１０５ｍｇ
水酸化ナトリウム　　　　　１８ｍｇ
矯味矯臭剤
水　　　　　　　　　　　　適量で１００ｍＬに
【０２５２】
　　　　　　　　　　静脈内製剤
本発明の化合物　　　　　　０．１～１０ｍｇ
デキストロース一水和物　　適量で等張性に
クエン酸一水和物　　　　　１．０５ｍｇ
水酸化ナトリウム　　　　　０．１８ｍｇ
注射用水　　　　　　　　　適量で１．０ｍＬに
【０２５３】
　　　　　　　　　　錠剤製剤
本発明の化合物　　　　　　１％
微結晶セルロース　　　　　７３％
ステアリン酸　　　　　　　２５％
コロイダルシリカ　　　　　１％
【０２５４】
ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤を含むキット
　本発明はまた、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼと関連する疾患を治療するため
のキット及び他の製品に関する。疾患は、ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼが健康
状態の病理学及び／又は徴候学に寄与する活性を有するすべての状態を包含することが意
図されることが留意される。
【０２５５】
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　一実施態様においては、説明書とともに、少なくとも１種の本発明のヒドロキシステロ
イドデヒドロゲナーゼ阻害剤を含有する組成物を含むキットが提供される。説明書は、組
成物が投与される疾患状態、保管情報、投与情報及び／又は組成物の投与方法に関する指
示書を示し得る。キットはまた、包装材料を含み得る。包装材料は、組成物を収容するた
めの容器を構成し得る。キットはまた、任意で、追加要素（例えば、組成物投与用の注射
器）を含み得る。キットは、単回又は複数回投与形態で、組成物を含み得る。
【０２５６】
　別の実施態様においては、包装材料とともに、少なくとも１種の本発明のヒドロキシス
テロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤を含有する組成物を含む製品が提供される。包装材料は
、組成物を収容するための容器を構成し得る。容器は、任意で、組成物が投与される疾患
状態、保管情報、投与情報及び／又は組成物の投与方法に関する指示書を示すラベルを含
み得る。キットはまた、任意で、追加要素（例えば、組成物投与用の注射器）を含み得る
。キットは、単回又は複数回投与形態で、組成物を含み得る。
【０２５７】
　本発明のキット及び製品で使用される包装材料は、複数の仕切られた容器（例えば、仕
切られたボトル又は仕切られたホイル袋）を形成し得ることが留意される。容器は、当該
分野で公知の任意の従来の形状又は形態であって、医薬上許容される材料で作られたもの
（例えば、紙又は段ボール箱、ガラス又はプラスチックのボトル又はジャー、再封止可能
なバッグ（例えば、異なる容器への配置のために錠剤の「詰め替え品」を保持するための
もの）、又は治療スケジュールに従って個々の用量をパックから押し出すためのブリスタ
ーパック）であり得る。用いられる容器は、関与する正確な投薬形態に依存する（例えば
、従来の段ボール箱は、液体懸濁液を保持するためには通常使用されない）。１より多い
容器が、単一投薬形態を市販するための単一パッケージ中で、一緒に使用され得ることは
実現可能である。例えば、錠剤がボトルに収容され、次いで、それが箱の中に収容され得
る。代表的には、キットは、別個の成分を投与するための指示書を含む。キット形態は、
別個の成分が異なる投薬形態（例えば、経口、局所、経皮及び非経口）で好ましく投与さ
れる場合、異なる投薬間隔で投与されるか、又は、組み合わせの個々の成分の滴定が処方
する医師によって望まれる場合、特に有利である。
【０２５８】
　本発明のキットの一つの特定の例は、いわゆるブリスターパックである。ブリスターパ
ックは、包装産業で周知であり、医薬の単位投薬形態（錠剤、カプセル剤など）の包装に
広く使用されている。ブリスターパックは、一般的に、好ましくは透明なプラスチック材
料のホイルでカバーされた比較的硬い材料のシートからなる。包装プロセスの間に、凹部
がプラスチックホイルに形成される。凹部は、個々の錠剤又はカプセル剤が詰められるサ
イズ及び形状を有するか、又は、複数の錠剤及び／又はカプセル剤が収容され詰められる
サイズ及び形状を有し得る。次に、錠剤又はカプセル剤が凹部にそれ相応に配置され、比
較的硬い材料のシートが、凹部が形成された方向とは逆にあるホイルの面のプラスチック
ホイルに対して封止される。結果として、錠剤又はカプセル剤は、プラスチックホイルと
シートとの間の凹部に、所望に応じて、個別に封止されるか又は集合的に封止される。好
ましくは、シートの強度は、凹部に手で圧力を付与し、それによって、凹部の場所のシー
トに開口部が形成されることにより、ブリスターパックから錠剤又はカプセル剤が取り出
され得るようなものである。次いで、錠剤又はカプセル剤は、開口部を介して取り出され
得る。
【０２５９】
　キットの別の具体的実施態様は、その意図される用途の順序で１日量を１個ずつ調合す
るように設計された調合器である。好ましくは、調合器は、レジメンへのコンプライアン
スをさらに促進するために、記憶補助器具が備えられる。そのような記憶補助器具の例は
、調合した１日量の数を示す機械的カウンタである。そのような記憶補助器具の別の例は
、液晶読み取り装置と一緒になった電池式のマイクロチップメモリ、又は、例えば、最後
の１日量を摂取した日付を読み取り及び／又は次の用量を摂取する日付を思い出させる可
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聴式のリマインダーシグナルである。
【０２６０】
併用療法
　多種多様な治療薬は、本発明のＨＳＤ阻害剤と共に、治療上相加的又は相乗的効果を有
し得る。したがって、本発明はまた、本発明の１個以上の化合物が１個以上の他の治療薬
と組み合わせて被検体に投与される、併用療法にも関する。例えば、一つの特定の実施態
様においては、疾患状態に関して、ＨＳＤが活性を有する当該疾患状態の治療方法であっ
て、本発明の化合物を、被検体に、抗高血圧薬と組み合わせて投与する工程を包含する治
療方法が提供される。別の特定の実施態様においては、疾患状態に関して、ＨＳＤが活性
を有する当該疾患状態の治療方法であって、本発明の化合物を、被検体に、グルココルチ
コイド受容体（ＧＲ）アゴニストと組み合わせて投与する工程を包含する治療方法が提供
される。本願中に使用される併用療法は、薬剤がお互いの前又は後に投与される場合（連
続療法）、並びに薬剤が同時に投与される場合も包含することが意図されている。たとえ
薬剤がまた合わせて投与されるとしても、互いの前に１個の薬剤で治療することを、本願
では連続療法と呼ぶことに留意される。
【実施例】
【０２６１】
ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤の調製
　様々な方法が、本発明の化合物を合成するために開発され得る。これらの化合物を合成
するための典型的な方法を実施例で提供する。しかし、本発明の化合物がまた、他の人が
考案し得る他の合成経路により合成され得ることが留意される。
【０２６２】
　本発明の特定の化合物が、特定の立体化学を化合物に与える他の原子との結合を持つ原
子（例えば、キラル中心）を有することは、容易に理解される。本発明の化合物の合成が
、異なる立体異性体（エナンチオマー、ジアステレオマー）の混合物の発生を結果として
生じ得ることが理解される。特定の立体化学が明記されていない限り、化合物の引用は、
異なる可能性のある立体異性体のすべてを包含することが意図される。
【０２６３】
　異なる立体異性体の混合物を分離するための様々な方法が、当該分野で公知である。例
えば、化合物のラセミ混合物は、ジアステレオ異性体化合物の対を形成するために、光学
活性な分割剤と反応され得る。次いで、ジアステレオマーは、光学的に純粋なエナンチオ
マーを回収するために、分離され得る。分離可能な複合体もまた、エナンチオマー（例え
ば、結晶性のジアステレオ異性体塩）を分割するために使用され得る。ジアステレオマー
は、代表的には、これらの非類似性を利用することによって、これらが容易に分離され得
るのに十分に異なる物理特性（例えば、融点、沸点、溶解度、反応性など）を有する。例
えば、ジアステレオマーは、代表的には、クロマトグラフィーによるか又は溶解度の差異
に基づく分離／分割技術によって、分離され得る。そのラセミ混合物からの化合物の立体
異性体の分割に使用され得る技術のさらに詳細な説明は、Ｊｅａｎ　Ｊａｃｑｕｅｓ　Ａ
ｎｄｒｅ　Ｃｏｌｌｅｔ，Ｓａｍｕｅｌ　Ｈ．Ｗｉｌｅｎ，Ｅｎａｎｔｉｏｍｅｒｓ，Ｒ
ａｃｅｍａｔｅｓ　ａｎｄ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ
，Ｉｎｃ．（１９８１）に見出され得る。
【０２６４】
　本発明の化合物はまた、化合物の遊離塩基形態を医薬上許容される無機又は有機酸と反
応させることによって、医薬上許容される酸付加塩として調製され得る。あるいは、化合
物の医薬上許容される塩基付加塩は、化合物の遊離酸形態を医薬上許容される無機又は有
機塩基と反応させることによって、調製され得る。化合物の医薬上許容される塩の調製に
適した無機及び有機の酸並びに塩基は、本願の定義の項に記載されている。あるいは、化
合物の塩形態は、出発物質又は中間体の塩を用いて調製され得る。
【０２６５】
　化合物の遊離酸又は遊離塩基形態は、対応する塩基付加塩又は酸付加塩形態から調製さ



(68) JP 5140577 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

れ得る。例えば、酸付加塩形態の化合物は、適切な塩基（例えば、水酸化アンモニウム溶
液、水酸化ナトリウムなど）で処理することによって、対応する遊離塩基形態へと変換さ
れ得る。塩基付加塩形態の化合物は、適切な酸（例えば、塩酸など）で処理することによ
って、対応する遊離酸へと変換され得る。
【０２６６】
　本発明の化合物のＮ－オキシドは、当業者に公知の方法によって調製され得る。例えば
、Ｎ－オキシドは、適切な不活性有機溶媒（例えば、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭
化水素）中、およそ０℃で、酸化されていない形態の化合物を、酸化剤（例えば、トリフ
ルオロ過酢酸、過マレイン酸、過安息香酸、過酢酸、メタ－クロロ過安息香酸など）で処
理することによって、調製され得る。あるいは、化合物のＮ－オキシドは、適切な出発物
質のＮ－オキシドから調製され得る。
【０２６７】
　非酸化形態の化合物は、適切な不活性有機溶媒（例えば、アセトニトリル、エタノール
、水性ジオキサンなど）中、０～８０℃で、還元剤（例えば、硫黄、二酸化硫黄、トリフ
ェニルホスフィン、水素化ホウ素リチウム、水素化ホウ素ナトリウム、三塩化リン、三臭
化物など）で処理することによって、化合物のＮ－オキシドから調製され得る。
【０２６８】
　化合物のプロドラッグ誘導体は、当業者に公知の方法によって調製され得る（例えば、
さらなる詳細については、Ｓａｕｌｎｉｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９４），Ｂｉｏｏｒ
ｇａｎｉｃ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃｉｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，Ｖｏ
ｌ．４，ｐ．１９８５を参照）。例えば、適切なプロドラッグは、誘導体化されていない
化合物を、適切なカルバミル化剤（例えば、１，１－アシルオキシアルキルカルボノクロ
リダート、パラ－ニトロフェニルカルボナートなど）と反応させることによって、調製さ
れ得る。
【０２６９】
　化合物の保護された誘導体は、当業者に公知の方法によって製造され得る。保護基の作
製及びその除去に適用可能な技術の詳細な説明は、Ｔ．Ｗ．Ｇｒｅｅｎｅ，Ｐｒｏｔｅｃ
ｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，３ｒｄ　ｅｄｉ
ｔｉｏｎ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．１９９９に見出され得る。
【０２７０】
　本発明の化合物は、溶媒和物（例えば、水和物）として、簡便に、調製され得るか、又
は、本発明のプロセスの間に形成され得る。本発明の化合物の水和物は、ジオキシン（ｄ
ｉｏｘｉｎ）、テトラヒドロフラン又はメタノールなどの有機溶媒を用いて、水性／有機
溶媒の混合物からの再結晶により簡便に調製され得る。
【０２７１】
　本発明の化合物はまた、化合物のラセミ混合物を、ジアステレオ異性体化合物のペアを
形成するための光学活性な分割剤と反応させ、ジアステレオマーを分離し、光学的に純粋
なエナンチオマーを回収することによって、その個々の立体異性体として調製され得る。
エナンチオマーの分割は、化合物の共有結合ジアステレオマー誘導体を用いて行われ得る
が、分離可能な複合体が好ましい（例えば、結晶性のジアステレオ異性体塩）。ジアステ
レオマーは、異なる物理特性（例えば、融点、沸点、溶解度、反応性など）を有し、これ
らの非類似性を利用することによって、容易に分離され得る。ジアステレオマーは、クロ
マトグラフィーによって、又は好ましくは、溶解度における差異に基づく分離／分割技術
によって、分離され得る。次いで、光学的に純粋なエナンチオマーが、分割剤とともに、
ラセミ化を生じない任意の実用的手段によって、回収される。そのラセミ混合物からの化
合物の立体異性体の分割に適用可能な技術のさらに詳細な説明は、Ｊｅａｎ　Ｊａｃｑｕ
ｅｓ　Ａｎｄｒｅ　Ｃｏｌｌｅｔ，Ｓａｍｕｅｌ　Ｈ．Ｗｉｌｅｎ，Ｅｎａｎｔｉｏｍｅ
ｒｓ，Ｒａｃｅｍａｔｅｓ　ａｎｄ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆
Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．（１９８１）に見出され得る。
【０２７２】
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　本明細書中で使用される場合、これらのプロセス、スキーム及び実施例で使用される記
号及び慣習は、現代の科学文献、例えば、ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍ
ｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ又はｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　
Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙで使用されているものと一致する。標準的な
一文字又は三文字略記を、アミノ酸残基を指定するために一般的に使用し、これらは、違
うように記載されていない限り、Ｌ－配置であると仮定される。違うように記載されてい
ない限り、すべての出発物質は、商業的供給者から入手し、さらに精製することなく使用
した。具体的には、以下の略記が、実施例において及び明細書全体にわたって使用され得
る：
　ｇ（グラム）；　　　　　　　　　　　　　ｍｇ（ミリグラム）；
　Ｌ（リットル）；　　　　　　　　　　　　ｍＬ（ミリリットル）；
　μＬ（マイクロリットル）；　　　　　　　ｐｓｉ（平方インチあたりのポンド）；
　Ｍ（モル濃度）；　　　　　　　　　　　　ｍＭ（ミリモル濃度）；
　ｉ．ｖ．（静脈内）；　　　　　　　　　　Ｈｚ（ヘルツ）；
　ＭＨｚ（メガヘルツ）；　　　　　　　　　ｍｏｌ（モル）；
　ｍｍｏｌ（ミリモル）；　　　　　　　　　ＲＴ（周囲温度）；
　ｍｉｎ（分）；　　　　　　　　　　　　　ｈ（時間）；
　ｍｐ（融点）；　　　　　　　　　　　　　ＴＬＣ（薄層クロマトグラフィー）；
　Ｔｒ（保持時間）；　　　　　　　　　　　ＲＰ（逆相）；
　ＭｅＯＨ（メタノール）；　　　　　　　　ｉ－ＰｒＯＨ（イソプロパノール）；
　ＴＥＡ（トリエチルアミン）；　　　　　　ＴＦＡ（トリフルオロ酢酸）；
　ＴＦＡＡ（無水トリフルオロ酢酸）；　　　ＴＨＦ（テトラヒドロフラン）；
　ＤＭＳＯ（ジメチルスルホキシド）；　　　ＥｔＯＡｃ（酢酸エチル）；
　ＤＭＥ（１，２－ジメトキシエタン）；　ＤＣＭ（ジクロロメタン）；
　ＤＣＥ（ジクロロエタン）；
　ＤＭＦ（Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド）；
　ＤＭＰＵ（Ｎ，Ｎ’－ジメチルプロピレン尿素）；
　ＣＤＩ（１，１－カルボニルジイミダゾール）；
　ＩＢＣＦ（クロロギ酸イソブチル）；　　　ＨＯＡｃ（酢酸）；
　ＨＯＳｕ（Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド）；
　ＨＯＢＴ（１－ヒドロキシベンゾトリアゾール）；
　Ｅｔ２Ｏ（ジエチルエーテル）；
　ＥＤＣＩ（エチルカルボジイミド塩酸塩）；
　ＢＯＣ（ｔｅｒｔ－ブチルオキシカルボニル）；
　ＦＭＯＣ（９－フルオレニルメトキシカルボニル）；
　ＤＣＣ（ジシクロヘキシルカルボジイミド）；
　ＣＢＺ（ベンジルオキシカルボニル）；
　Ａｃ（アセチル）；　　　　　　　　　　　ａｔｍ（気圧）；
　ＴＭＳＥ（２－（トリメチルシリル）エチル）；　ＴＭＳ（トリメチルシリル）；
　ＴＩＰＳ（トリイソプロピルシリル）；　　ＴＢＳ（ｔ－ブチルジメチルシリル）；
　ＤＭＡＰ（４－ジメチルアミノピリジン）；　Ｍｅ（メチル）；
　ＯＭｅ（メトキシ）；　　　　　　　　　　Ｅｔ（エチル）；
　Ｅｔ（エチル）；　　　　　　　　　　　　ｔＢｕ（ｔｅｒｔ－ブチル）；
　ＨＰＬＣ（高圧液体クロマトグラフィー）；
　ＢＯＰ（ビス（２－オキソ－３－オキサゾリジニル）ホスフィン酸クロリド）；
　ＴＢＡＦ（テトラ－ｎ－ブチルアンモニウムフルオリド）；及び
　ｍＣＰＢＡ（メタ－クロロ過安息香酸）。
【０２７３】
　エーテル又はＥｔ２Ｏに対するすべての言及は、ジエチルエーテルに対するものであり
、ブラインは、ＮａＣｌの飽和水溶液を指す。違うように示されていない限り、すべての
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温度は℃（摂氏温度）で表されている。違うように記載されていない限り、すべての反応
は、ＲＴで不活性雰囲気下にて行った。
【０２７４】
　１Ｈ　ＮＭＲスペクトルは、Ｂｒｕｋｅｒ　Ａｖａｎｃｅ　４００で記録した。化学シ
フトは、百万分率（ｐｐｍ）で表されている。カップリング定数は、ヘルツ（Ｈｚ）単位
である。分裂パターンは、見かけ上の多重度を記載し、ｓ（シングレット）、ｄ（ダブレ
ット）、ｔ（トリプレット）、ｑ（カルテット）、ｍ（マルチプレット）、ｂｒ（ブロー
ド）として明示されている。
【０２７５】
　低分解能マススペクトル（ＭＳ）及び化合物純度データは、エレクトロスプレーイオン
化（ＥＳＩ）源、ＵＶ検出器（２２０及び２５４ｎｍ）、及び蒸発光散乱検出器（ＥＬＳ
Ｄ）を取り付けたＷａｔｅｒｓ　ＺＱ　ＬＣ／ＭＳシングル四重極型システムで得た。薄
層クロマトグラフィーは、０．２５ｍｍ　Ｅ．Ｍｅｒｃｋシリカゲルプレート（６０Ｆ－
２５４）で行い、ＵＶ光、５％エタノール性リンモリブデン酸、ニンヒドリン又はｐ－ア
ニスアルデヒド溶液で可視化した。フラッシュカラムクロマトグラフィーは、シリカゲル
（２３０～４００メッシュ、Ｍｅｒｃｋ）で行った。
【０２７６】
　これらの化合物を調製するために使用する出発物質及び試薬は、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ、ＷＩ）、Ｂａｃｈｅｍ　（Ｔｏｒ
ｒａｎｃｅ、ＣＡ）、Ｓｉｇｍａ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ、ＭＯ）のような商業的供給者から
入手可能であるか、又はＦｉｅｓｅｒ　ａｎｄ　Ｆｉｅｓｅｒ’ｓ　Ｒｅａｇｅｎｔｓ　
ｆｏｒ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，ｖｏｌｓ．１－１７，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌ
ｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ，１９９１；Ｒｏｄｄ’ｓ　Ｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ，ｖｏｌｓ．１－５　ａｎｄ　ｓ
ｕｐｐｓ．，Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，１９８９；Ｏ
ｒｇａｎｉｃ　Ｒｅａｃｔｉｏｎｓ，ｖｏｌｓ．１－４０，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎ
ｄ　Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ，１９９１；Ｍａｒｃｈ　Ｊ．：Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，４ｔｈ　ｅｄ．，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａ
ｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ；及びＬａｒｏｃｋ：Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉ
ｖｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ，ＶＣＨ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ
ｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９８９のような、標準的な参考文献に記載された手法に従って
、当業者に周知の方法で調製され得る。
【０２７７】
　本出願に渡って引用した全ての文献の完全な開示は、参考として本明細書中に援用され
る。
【０２７８】
本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤の合成スキーム
　本発明のヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤は、以下に示す反応スキームに
したがって合成され得る。他の反応スキームが、当業者によって容易に考案され得る。様
々な異なる溶媒、温度及び他の反応条件が、反応収率を最適化するために変更され得るこ
とも理解されるべきである。
【０２７９】
　以下に記載する反応において、反応性官能基（例えば、ヒドロキシ、アミノ、イミノ、
チオ又はカルボキシ基であり、これらは、最終生成物で所望される）を保護して、反応に
おいてそれらの望ましくない関与を避けることが必要であり得る。従来の保護基が標準的
な慣習にしたがって使用され得る（例えば、Ｔ．Ｗ．Ｇｒｅｅｎｅ　ａｎｄ　Ｐ．Ｇ．Ｍ
．Ｗｕｔｓ　ｉｎ“Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ”Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，１９９１を参照）。
【０２８０】
スキーム１
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【０２８１】
【化２１】

【０２８２】
　化合物１Ａ（０．１０ｍｍｏｌ）をピリジン（１．０ｍＬ）に溶解する。塩化スルホニ
ル（１から３当量）を添加して、次いでＤＭＡＰを添加する。さらに進行が観察されなく
なるまで室温にて、反応混合物を攪拌し得、溶媒を真空中にて蒸発し得、得られた粗混合
物をＨＰＬＣで精製して、化合物１Ｂを得ることができる（収率３０～９０％）。
【０２８３】
スキーム２：
ステップＡ－芳香族ニトロのアニリンへの水素化：
【０２８４】
【化２２】

【０２８５】
　芳香族ニトロ化合物（０．０５ｍｍｏｌｅ）をＥｔＯＨ中に溶解又は懸濁し、次いで触
媒量の活性炭素担持パラジウムを添加する。次いで反応フラスコを、バルーン中の水素で
満たす。ニトロ基は、１５時間以内にアミノ基に変換され得る。次いで、触媒を除去する
ために、反応混合物がろ過され得る。所望の生成物が＞９０％収率で得られ、使用の準備
ができる。
【０２８６】
ステップＢ－Ｎ，Ｎ－ビス（２－クロロエチル）アリールスルホンアミドからのピペラジ
ンの作製：　
【０２８７】

【化２３】

【０２８８】
　Ｎ，Ｎ－ビス（２－クロロエチル）アリールスルホンアミドは、５０ｍｌの無水ピリジ
ン（ｄｒｙ　ｐｙｒｉｄｉｎｅ）中にて周囲温度で２時間、ビス（２－クロロエチル）ア
ミン（１０ｍｍｏｌ）及び対応する塩化スルホニル（１０ｍｍｏｌｅ）から調製し得る。
ピリジンを除去し得、混合物をＥｔＯＡｃ及び水で抽出し得る。有機層を０．１Ｎ　ＨＣ
ｌで酸性化して、水で洗浄して乾燥し得る。所望のＮ，Ｎ－ビス（２－クロロエチル）ス
ルホンアミドを油の形態で得る。
【０２８９】
　Ｎ，Ｎ－ビス（２－クロロエチル）スルホンアミド（１．０ｍｍｏｌｅ）及び対応する
アミン（１．０ｍｍｏｌ）を、ｎ－ＢｕＯＨ（２．０ｍｌ）中に溶解する。混合物は、８
５℃にて３時間加熱し得る。炭酸カリウム（１．０ｍｍｏｌ）を添加して、混合物をさら
に２４時間、８５℃にて加熱する。粗生成物を調製ＨＰＬＣで精製し得、所望の生成物を
得る（収率１５～７５％）。
【０２９０】
　スキーム３：
【０２９１】



(72) JP 5140577 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

【化２４】

【０２９２】
　１－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン（ＴＦＡ塩）（５０．９ｍｇ、０．２０
ｍｍｏｌ）をジクロロメタン（１．０ｍＬ）中に溶解して、ＮＥｔ３（０．３ｍＬ）を添
加する。この混合物に、塩化スルホニル（０．３００ｍｍｏｌ）を添加して、反応混合物
を室温にて１時間攪拌する。溶媒を真空中で蒸発させて、得られた粗混合物を、アセトニ
トリル水溶液（０．０５　ＴＦＡ緩衝液）を用いてＨＰＬＣで精製する。画分を含有する
生成物を、水のみが残るまで真空中で濃縮して、ＮａＨＣＯ３（飽和水溶液２０ｍＬ）で
塩基性化して、ジクロロメタン（３´７ｍＬ）で抽出する。合わせた有機抽出物を乾燥し
（ＭｇＳＯ４）、ろ過して、真空中で濃縮して、所望の生成物を得る。
【０２９３】
スキーム４：
【０２９４】

【化２５】

【０２９５】
　Ｎ，Ｎ－ビス（２－クロロエチル）スルホンアミド及び対応するアミノアルコール（１
．０当量）を、ｎ－ＢｕＯＨ（２．０ｍｌ）中に溶解する。混合物は、８５℃にて３時間
加熱し得る。炭酸カリウム（１．０ｍｍｏｌ）を添加して、混合物をさらに２４時間、８
５℃にて加熱する。粗生成物を調製ＨＰＬＣで精製し得、所望の生成物を得る（収率１５
～７５％）。
【０２９６】
　スキーム５：
【０２９７】
【化２６】

【０２９８】
　重要なシクロプロピル含有アミンは、対応するＮ－Ｂｏｃ－ピペラジンより、アシル化
及びクリンコビッヒのシクロプロパン化、次いでＢｏｃ部分の除去により調製され得る。
次いで、（ＴＦＡ塩として）得られたアミンは、塩化スルホニル及びピリジン－ＤＭＡＰ
又はＮＥｔ３－ＣＨ２Ｃｌ２のうちいずれかを用いて、所望のスルホンアミドの調製に使
用され得る。
【０２９９】
　Ｔｅｒｔ－ブチル　ピペラジン－１－カルボキシレート（４．００ｇ、２１．４ｍｍｏ
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ｌ）を、ジクロロメタン（４０ｍＬ）中に溶解して、０℃まで冷却して、無水酢酸（２．
２３ｍＬ、２３．６ｍｍｏｌ）で２分間を超えて処理する。反応混合物を０℃にて３０分
攪拌して、ＬＣＭＳ解析を使用して反応の完了を示し、揮発物質を真空中で蒸発させる。
残渣を注意深くＮａＨＣＯ３（飽和水溶液５０ｍＬ）で処理して、３０分間激しく攪拌し
、得られた混合物をジエチルエーテル（４´２０ｍＬ）で抽出する。合わせた有機抽出物
を乾燥し（ＭｇＳＯ４）て、ろ過し、真空中で濃縮して、ｔｅｒｔ－ブチル－４－アセチ
ルピペラジン－１－カルボキシレートを白色固形物として得る（４．５３ｇ、９３％）。
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ１．３９（ｓ、９Ｈ）、１．９
９（ｓ、３Ｈ）、３．２２－３．２９（ｍ、２Ｈ）、３．３０－３．３４（ｍ、２Ｈ）、
３．３６－３．４１（ｍ、４Ｈ）；　ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ２２９．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３００】
　Ｔｅｒｔ－ブチル－４－アセチルピペラジン－１－カルボキシレート（３．９０ｇ、１
７．１ｍｍｏｌ）を無水ＴＨＦに溶解して、窒素雰囲気下で－７８℃まで冷却する。この
溶液に、３分間を超えてＭｅＴｉ（ＯｉＰｒ）３（ＴＨＦ中１．０Ｍ、２０．５ｍＬ、２
０．５ｍｍｏｌ）を添加し、次いで７分間を超えてＥｔＭｇＢｒ（Ｅｔ２Ｏ中３．０Ｍ、
２２．０ｍＬ、６６．０ｍｍｏｌ）を添加する。透明な赤色液体から粘性のある黒色液体
に変化し、かつ、気体の発生が観察される時間まで、反応混合物を室温まで温める。継続
的な振騰を確実なものとするために、フラスコを断続的に激しく振騰し得、出発アミドが
存在しないことを示すためにＬＣＭＳ解析が使用され得る。代表的には、反応は攪拌３０
分後に完了する。次いで反応混合物を、水（２０ｍＬ）及びロッシェル塩溶液（２０％水
溶液、５０ｍＬ）で注意深く希釈する。混合物を１５分間激しく攪拌して、上層液をデカ
ンテーションで回収して、沈殿物をＥｔＯＡｃ（３´５０ｍＬ）で粉末化（ｔｒｉｔｕｒ
ａｔｅ）する。次いで、ＥｔＯＡｃ（２０ｍＬ）で十分に洗浄したセライトの詰め物（１
０ｇ）を用いて、ろ過により沈殿物を回収する。次いで最初にデカンテーションした液体
、粉末物（ｔｒｉｔｕｒａｔｅ）及びろ液を合わせて、ＥｔＯＡｃ（４´５０ｍＬ）で抽
出する。合わせた抽出物を乾燥し（ＭｇＳＯ４）、ろ過し、真空中で濃縮して、透明な油
として粗生成物（４．０ｇ）を得る。カラムクロマトグラフィー（２５０ｇ　ＳｉＯ２、
ヘキサン－酢酸エチル４：１、２Ｌ）により、白色固形物として、ｔｅｒｔ－ブチル－４
－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－カルボキシレート（２．４６ｇ、６０
％）を得る。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２９－０．
３３（ｍ、２Ｈ）、０．４３－０．４７（ｍ、２Ｈ）、０．９７（ｓ、３Ｈ）、１．３８
（ｓ、９Ｈ）、２．４４－２．４８（ｍ、４Ｈ）、３．１７－３．２７（ｍ、４Ｈ）；Ｅ
ＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ２２９．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３０１】
　Ｔｅｒｔ－ブチル－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－カルボキシレ
ート（２．２２ｇ、９．２４ｍｍｏｌ）を、ジクロロメタン（５０ｍＬ）中に溶解し、Ｔ
ＦＡ（６ｍＬ）で処理する。反応混合物を、室温で１２時間攪拌し得、揮発性物質を真空
中で蒸発させ得る。残渣をＮａＨＣＯ３（飽和水溶液１５０ｍＬ）で処理し、１５分間攪
拌して、ＥｔＯＡｃ（８´６０ｍＬ）で抽出する。合わせた有機抽出物を乾燥し（ＭｇＳ
Ｏ４）、ろ過し、真空中で濃縮して、オフホワイト色の固形物として、ＴＦＡ塩である、
１－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン（１．５４ｇ、６５％）を得る。１Ｈ　Ｎ
ＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ０．３１－０．３９（ｍ、２Ｈ）、０．
４１－０．４８（ｍ、２Ｈ）、１．０１（ｓ、３Ｈ）、２．６１－２．７０（ｍ、４Ｈ）
、２．８９－３．００（ｍ、４Ｈ）、８．１１（ｂｒ　ｓ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／
ｚ１４１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３０２】
　ＴＦＡ塩である、１－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジンのさらなる回収分は、
以下のように得ることができる：ＥｔＯＡｃ抽出後に残った水層を、ＮａＯＨ（１９Ｍ、
５ｍＬ）でｐＨ１４まで塩基性化して、ＥｔＯＡｃ（２´１００ｍＬ）で抽出する。合わ
せた有機抽出物を乾燥し（ＭｇＳＯ４）、ろ過し、真空中で濃縮して、オフホワイト色の
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固形物として、表題の化合物（０．６９２ｇ、３０％）を得る。
【０３０３】
スキーム６：
【０３０４】
【化２７】

【０３０５】
　化合物６Ａ（０．１０ｍｍｏｌ）及びトリエチルアミン（１から３当量）を、ＣＨ２Ｃ
ｌ２（０．５ｍＬ）中に溶解する。塩化スルホニル（１から３当量）を添加して、さらな
る進行が観察されなくなるまで、混合物を室温で攪拌する。揮発性物質を、真空中で蒸発
させ得、得られた粗混合物をクロマトグラフィーで精製して、化合物６Ｂ（収率３０から
９０％）を得ることができる。
【０３０６】
スキーム７：
【０３０７】
【化２８】

【０３０８】
　化合物７Ａ（１．０ｍｍｏｌ）及びトリエチルアミン（１から３当量）を、ＣＨ２Ｃｌ

２（５ｍＬ）中に溶解する。塩化スルホニル（１から３当量）を添加して、さらなる進行
が観察されなくなるまで、混合物を室温で攪拌する。揮発性物質を、真空中で蒸発させ得
、得られた粗混合物をクロマトグラフィーで精製して、化合物７Ｂを得ることができる。
氷冷したＣＨ２Ｃｌ２中の２５％ＴＦＡ溶液を、化合物７Ｂに添加して、混合物を０℃か
ら室温にて、０．５時間から１８時間攪拌する。揮発性物質を真空中で蒸発させて、得ら
れた粗混合物をエーテルで粉末化して、ＴＦＡ塩として、化合物７Ｃを得る。化合物７Ｃ
及びアルデヒド（１当量）を、ＣＨ２Ｃｌ２及びＴＨＦの１：１の混合物中に溶解する。
トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム（１から２当量）を、０℃にて反応混合物に添加
し、さらなる進行が観察されなくなるまで、室温で混合物を攪拌する。反応を、炭酸水素
ナトリウム飽和溶液でクエンチし、ＥｔＯＡｃで３回抽出する。合わせた有機層をＭｇＳ
Ｏ４で乾燥して、ろ過し、真空中で濃縮して、粗生成物を得て、これをクロマトグラフィ
ーで精製して、化合物７Ｄを得ることができる（収率８０から８５％）。あるいは、化合
物７Ｃ及びジハロアルカン（１当量）を、さらに進行が観察されなくなるまで、６０℃か
ら１５０℃にて、Ｅｔ３Ｎ（１から３当量）存在下で、ＤＭＦ中で攪拌する。ブラインを
冷却した混合物に添加し、次いでＥｔＯＡｃで３回抽出する。合わせた有機層をＭｇＳＯ
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４で乾燥して、ろ過し、真空中で濃縮して、粗生成物を得て、これをクロマトグラフィー
で精製して、化合物７Ｅを得ることができる。
【０３０９】
スキーム８：
【０３１０】
【化２９】

【０３１１】
　化合物８Ａ（１．０ｍｍｏｌ）、アリール又はヘテロアリールボロン酸（１から３当量
）、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（１から１０ｍｏｌ％）のような
触媒、及び２ＮのＮａ２ＣＯ３水溶液を、トルエン（５ｍＬ）中で混合する。混合物を、
８５から１２０℃にて８から１８時間加熱する。混合物を冷却後、炭酸水素ナトリウム飽
和溶液を添加し、混合物をＥｔＯＡｃで３回抽出する。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾
燥して、ろ過し、真空中で濃縮して、粗生成物を得て、これをクロマトグラフィーで精製
して、化合物８Ｂを得ることができる。あるいは、化合物８Ａ及びシアン化銅（Ｉ）を、
ＤＭＦ中で混合し、１００℃～１５０℃に１０～２０時間加熱する。混合物を冷却後、炭
酸水素ナトリウム飽和溶液を添加し、混合物をＥｔＯＡｃで３回抽出する。合わせた有機
層をＭｇＳＯ４で乾燥して、ろ過し、真空中で濃縮して、粗生成物を得て、これをクロマ
トグラフィーで精製して、副生成物８Ｄと共に、化合物８Ｃを得ることができる。
【０３１２】
スキーム９：
【０３１３】
【化３０】

【０３１４】
　水酸化ナトリウム（１から２当量）を、化合物９Ｂ（１．０ｍｍｏｌ）のジオキサン溶
液に添加する。気体がもはや観察されなくなるまで、混合物を攪拌した。化合物９Ａ（０
．６当量）を反応混合物に添加して、混合物を８０～１２０℃で２～１８時間加熱する。
冷却した混合物を飽和ＮａＨＣＯ３からＥｔＯＡｃ中に抽出する。合わせた有機層をＭｇ
ＳＯ４で乾燥し、ろ過して真空中で濃縮して、粗生成物を得て、これをクロマトグラフィ
ーで精製して化合物９Ｄ（収率６０から７０％）を得ることができる。あるいは、化合物
９Ａ（１．０ｍｍｏｌ）及び化合物９Ｃ（１当量）を、密閉チューブ中で１０から６０分
間、８０から１８０℃にてＥｔＯＨ（１０ｍｌ）中で攪拌する。溶媒を真空中で除去し得
、粗生成物をカラムクロマトグラフィーで精製して、化合物９Ｅ（収率５０から６０％）
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を得ることができる。
【０３１５】
スキーム１０：
【０３１６】
【化３１】

【０３１７】
　化合物１０Ａ（２０ｍｍｏｌ）を、ジクロロメタン（４０ｍＬ）中に溶解して、０℃ま
で冷却して、酸無水物又は酸クロリド（１から２当量）で処理する。反応混合物を０℃に
て３０分から３時間攪拌し、反応の完了を示すためにＬＣＭＳ解析を使用し、揮発性物質
を真空中で蒸発させる。残渣をＮａＨＣＯ３で注意深く処理して、３０分間激しく攪拌し
、得られた混合物をジエチルエーテルで４回抽出する。合わせた有機抽出物を乾燥し（Ｍ
ｇＳＯ４）、ろ過して、真空中で濃縮して化合物１０Ｂ（収率９０から９９％）を得る。
化合物１０Ｂを無水ＴＨＦ中に溶解して、窒素雰囲気下で－７８°Ｃまで冷却する。この
溶液に、ＭｅＴｉ（ＯｉＰｒ）３（１．２当量）を、５分から１０分間を超えて添加し、
次いで５分から１０分かけてＥｔＭｇＢｒ（１．３当量）を添加する。反応混合物を室温
まで温めて、３０分から３時間継続的に攪拌する。次いで、反応混合物を注意深く、水及
びロッシェル塩溶液（２０％水溶液）で希釈する。混合物を１５分から３０分間激しく攪
拌し、上層液をデカンテーションで回収し、沈殿物をＥｔＯＡｃで３回粉末化する。沈殿
物を、ＥｔＯＡｃで十分に洗浄したセライトパッドを通したろ過で除去する。次いで、最
初にデカンテーションした液体、粉末物及びろ液を合わせて、ＥｔＯＡｃで４回抽出する
。合わせた抽出物をＭｇＳＯ４で乾燥して、ろ過して濃縮し、粗生成物を得る。カラムク
ロマトグラフィーにより、化合物１０Ｃを得る（収率５０から７０％）。
【０３１８】
スキーム１１：
【０３１９】

【化３２】

【０３２０】
　化合物１１Ａを無水ＴＨＦ中に溶解して、窒素雰囲気下にて－７８°Ｃまで冷却する。
この溶液に、ＭｅＴｉ（ＯｉＰｒ）３（１．２当量）を、５分から１０分間を超えて添加
し、次いで５分から１０分かけてＥｔＭｇＢｒ（１．３当量）を添加する。反応混合物を
室温まで温めて、３０分から３時間継続的に攪拌する。次いで、反応混合物を注意深く、
水及びロッシェル塩溶液（２０％水溶液）で希釈する。混合物を１５分から３０分間激し
く攪拌し、上層液をデカンテーションで回収し、沈殿物をＥｔＯＡｃで３回粉末化する。
沈殿物を、ＥｔＯＡｃで十分に洗浄したセライトパッドを通したろ過で除去する。次いで
、最初にデカンテーションした液体、粉末物及びろ液を合わせて、ＥｔＯＡｃで４回抽出
する。合わせた抽出物をＭｇＳＯ４で乾燥して、ろ過して濃縮し、粗生成物を得る。カラ
ムクロマトグラフィーにより、化合物１１Ｃを得る（収率５０から７０％）。
【０３２１】
　例えば、上記の反応スキーム、及びその変形は、以下を調製するために使用され得る：
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【表１－１】

【０３２３】
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【０３２４】
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【表１－３】

【０３２５】
【表１－４】

【０３２６】
　上記の反応手法又はスキームの各々において、多様な置換基が、本明細書中で開示した
以外の多様な置換基から選択され得る。
【０３２７】
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　上記の反応スキームに基づいた本発明の特定の化合物の合成に関する記載は、本明細書
中に記載される。
【０３２８】
ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害剤の例
　本発明はさらに、本発明の特定の化合物の合成について記載する以下の実施例を例示す
るが、これに限定されない。
【０３２９】
実施例１　１－フェニル－４－（ｍ－トリルスルホニル）ピペラジン
【０３３０】
【化３３】

【０３３１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．４１（ｓ、３Ｈ）、２．９６－３．０１（ｍ、
４Ｈ）、３．１６－３．２１（ｍ、４Ｈ）、６．７６－６．８１（ｍ、１Ｈ）、６．８８
（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、２Ｈ）、７．１８（ｔ、Ｊ＝７．７１Ｈｚ、２Ｈ）、７．５５
（ｓ、３Ｈ）、７．５７（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３１７．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３３２】
実施例２　１－（３－メトキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン
【０３３３】
【化３４】

【０３３４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．００（ｓ、１Ｈ）、３．０２（ｄ、Ｊ＝５．３
１Ｈｚ、３Ｈ）、３．１８（ｄ、Ｊ＝５．０５Ｈｚ、３Ｈ）、３．２０（ｓ、１Ｈ）、３
．８４（ｓ、３Ｈ）、６．７８（ｔ、Ｊ＝６．９５Ｈｚ、１Ｈ）、６．８９（ｄ、Ｊ＝８
．５９Ｈｚ、２Ｈ）、７．１６－７．２１（ｍ、３Ｈ）、７．２８－７．３４（ｍ、２Ｈ
）、７．５８（ｔ、Ｊ＝７．９６Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３３．１（Ｍ＋
Ｈ）＋。
【０３３５】
実施例３　１－（３－フェノキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン
【０３３６】

【化３５】
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　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．９９－３．０３（ｍ、４Ｈ）、３．１６－３．
２１（ｍ、４Ｈ）、６．８０（ｔ、Ｊ＝７．０７Ｈｚ、１Ｈ）、６．９０（ｄ、Ｊ＝８．
３４Ｈｚ、２Ｈ）、７．１２（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、２Ｈ）、７．２１（ｄｄｄ、Ｊ＝
１０．７４、７．７１、７．５８Ｈｚ、４Ｈ）、７．３５（ｄｄ、Ｊ＝８．２１、２．６
５Ｈｚ、１Ｈ）、７．４１－７．４７（ｍ、２Ｈ）、７．５１（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、
１Ｈ）、７．６７（ｔ、Ｊ＝７．９６Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３９５．１（
Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３３８】
実施例４　１－（３－クロロ－２－メチルフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジ
ン
【０３３９】
【化３６】

【０３４０】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．６３（ｓ、３Ｈ）、３．１９（ｑ、Ｊ＝５．９
８Ｈｚ、８Ｈ）、６．８０（ｔ、Ｊ＝７．２０Ｈｚ、１Ｈ）、６．９２（ｄ、Ｊ＝８．０
８Ｈｚ、２Ｈ）、７．１８－７．２３（ｍ、２Ｈ）、７．４７（ｔ、Ｊ＝７．９６Ｈｚ、
１Ｈ）、７．８０（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）、７．８６（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、
１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３５１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３４１】
実施例５　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）－４－フェニルピペラジン
【０３４２】

【化３７】

【０３４３】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．１２（ｄ、Ｊ＝３．２８Ｈｚ、４Ｈ）、３．１
６－３．２１（ｍ、４Ｈ）、６．７７（ｔ、Ｊ＝７．２０Ｈｚ、１Ｈ）、６．８５（ｄ、
Ｊ＝７．８３Ｈｚ、２Ｈ）、７．１６（ｔ、Ｊ＝７．９６Ｈｚ、２Ｈ）、７．６５－７．
７７（ｍ、３Ｈ）、８．１１（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、８．１５－８．２０（ｍ
、１Ｈ）、８．３１（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、８．７０（ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ
、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３５３．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３４４】
実施例６　１－（２，３－ジヒドロベンゾ［ｂ］［１，４］ジオキシン－６－イルスルホ
ニル）－４－フェニルピペラジン
【０３４５】
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【化３８】

【０３４６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．９４－２．９９（ｍ、４Ｈ）、３．１８（ｄ、
Ｊ＝５．３１Ｈｚ、３Ｈ）、３．２０（ｓ、１Ｈ）、４．３２（ｑ、Ｊ＝５．０５Ｈｚ、
４Ｈ）、６．７９（ｔ、Ｊ＝７．２０Ｈｚ、１Ｈ）、６．８９（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、
２Ｈ）、７．１０（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、７．１７－７．２４（ｍ、４Ｈ）；
ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３４７】
実施例７　１－（４－フェノキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン
【０３４８】
【化３９】

【０３４９】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．９４－３．０２（ｍ、４Ｈ）、３．１３－３．
２２（ｍ、４Ｈ）、６．８０（ｔ、Ｊ＝６．９５Ｈｚ、１Ｈ）、６．９０（ｄ、Ｊ＝８．
５９Ｈｚ、２Ｈ）、７．１４－７．２２（ｍ、６Ｈ）、７．２４－７．２８（ｍ、１Ｈ）
、７．４６（ｔ、Ｊ＝７．７１Ｈｚ、２Ｈ）、７．７４－７．７８（ｍ、２Ｈ）；ＥＳＩ
－ＭＳ：ｍ／ｚ３９５．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３５０】
実施例８　１－（４－メトキシフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン
【０３５１】
【化４０】

【０３５２】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．９２－２．９９（ｍ、４Ｈ）、３．１８（ｄ、
Ｊ＝５．３１Ｈｚ、３Ｈ）、３．２０（ｓ、１Ｈ）、３．８４（ｓ、３Ｈ）、６．７８（
ｓ、１Ｈ）、６．８８（ｓ、２Ｈ）、７．１８（ｓ、４Ｈ）、７．６９（ｓ、２Ｈ）；Ｅ
ＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３３．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３５３】
実施例９　１－（２，４－ジメトキシ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジ
ン
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【０３５４】
【化４１】

【０３５５】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３６３．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３５６】
実施例１０　Ｎ－［４－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－フェニル］－
アセトアミド
【０３５７】
【化４２】

【０３５８】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３６０．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３５９】
実施例１１　１－（２－クロロ－６－メチル－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピ
ペラジン
【０３６０】
【化４３】

【０３６１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３５１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３６２】
実施例１２　１－（２，６－ジクロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジ
ン
【０３６３】
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【化４４】

【０３６４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
　３７１．０（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３６５】
実施例１３　１－（２－クロロ－４－フルオロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－
ピペラジン
【０３６６】
【化４５】

【０３６７】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３５４．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３６８】
実施例１４　１－（２，３－ジクロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジ
ン
【０３６９】
【化４６】

【０３７０】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３７１．０（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３７１】
実施例１５　１－（２，４－ジクロロ－ベンゼンスルホニル）－４－フェニル－ピペラジ
ン
【０３７２】
【化４７】
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【０３７３】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３７１．０（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３７４】
実施例１６　１－（３，４－ジメチル－イソキサゾール－５－スルホニル）－４－フェニ
ル－ピペラジン
【０３７５】
【化４８】

【０３７６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３２２．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３７７】
実施例１７　１－（１，２－ジメチル－１Ｈ－イミダゾール－４－スルホニル）－４－フ
ェニル－ピペラジン
【０３７８】
【化４９】

【０３７９】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３２１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３８０】
実施例１８　１－（ベンゾフラン－２－スルホニル）－４－フェニル－ピペラジン
【０３８１】
【化５０】

【０３８２】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３４３．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３８３】
実施例１９　６－メチル－５－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－イミダ
ゾ［２，１－ｂ］チアゾール
【０３８４】
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【化５１】

【０３８５】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３６３．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３８６】
実施例２０　５－（４－フェニル－ピペラジン－１－スルホニル）－ベンゾチアゾール
【０３８７】
【化５２】

【０３８８】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３６０．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３８９】
実施例２１　２－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニトリル
【０３９０】
【化５３】

【０３９１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．２５（ｓ、４Ｈ）、３．４１（ｓ、４Ｈ）、
６．９１（ｔ、Ｊ＝７．９６Ｈｚ、３Ｈ）、７．２３－７．２９（ｍ、２Ｈ）、７．７１
（ｔｄ、Ｊ＝７．５８、１．０１Ｈｚ、１Ｈ）、７．７８（ｔｄ、Ｊ＝７．８３、１．２
６Ｈｚ、１Ｈ）、７．９０（ｄｄ、Ｊ＝７．５８、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）、８．０６（ｄ
ｄ、Ｊ＝７．８３、１．２６Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３２８．１（Ｍ＋Ｈ）
＋。
【０３９２】
実施例２２　４－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニトリル
【０３９３】
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【化５４】

【０３９４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ３．２３（ｄ、Ｊ＝５．５６Ｈｚ、８Ｈ）、６．８
５－６．９４（ｍ、３Ｈ）、７．２２－７．２９（ｍ、２Ｈ）、７．８４－７．９２（ｍ
、４Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３２８．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３９５】
実施例２３　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン
【０３９６】
【化５５】

【０３９７】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．１９（ｓ、１Ｈ）、３．２０－３．２３（ｍ
、３Ｈ）、３．４２－３．４５（ｍ、３Ｈ）、３．４６（ｓ、１Ｈ）、６．８７－６．９
２（ｍ、３Ｈ）、７．２３－７．３０（ｍ、２Ｈ）、７．４１（ｔｄ、Ｊ＝７．４５、１
．７７Ｈｚ、１Ｈ）、７．４７－７．５５（ｍ、２Ｈ）、８．０７（ｄｄ、Ｊ＝７．８３
、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３７．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３９８】
実施例２４　１－（３－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン
【０３９９】
【化５６】

【０４００】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．１８－３．２２（ｍ、４Ｈ）、３．２３－３
．２７（ｍ、４Ｈ）、６．８５－６．９４（ｍ、３Ｈ）、７．２３－７．２８（ｍ、３Ｈ
）、７．５０（ｔ、Ｊ＝７．９６Ｈｚ、１Ｈ）、７．５７－７．６１（ｍ、１Ｈ）、７．
６７（ｄｔ、Ｊ＝７．８３、１．３９Ｈｚ、１Ｈ）、７．７７（ｔ、Ｊ＝１．８９Ｈｚ、
１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３７．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４０１】
実施例２５　１－フェニル－４－（ｏ－トリルスルホニル）ピペラジン
【０４０２】
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【化５７】

【０４０３】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　２．６５（ｓ、３Ｈ）、３．２５（ｓ、４Ｈ）、
３．３９（ｓ、３Ｈ）、７．２６－７．３６（ｍ、４Ｈ）、７．４７（ｔ、Ｊ＝７．４５
Ｈｚ、１Ｈ）、７．９０－７．９４（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３１７．１（Ｍ
＋Ｈ）＋。
【０４０４】
実施例２６　１－（２，５－ジフルオロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン
【０４０５】
【化５８】

【０４０６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．２８（ｓ、４Ｈ）、３．４４（ｓ、４Ｈ）、
６．９２－７．０４（ｍ、３Ｈ）、７．１９－７．３１（ｍ、４Ｈ）、７．５７（ｄｄｄ
、Ｊ＝７．７１、４．９３、３．０３Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３９．１（
Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４０７】
実施例２７　８－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）キノリン
【０４０８】
【化５９】

【０４０９】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．１７－３．２７（ｍ、４Ｈ）、３．６４（ｓ
、４Ｈ）、６．９０（ｄ、Ｊ＝６．０６Ｈｚ、３Ｈ）、７．２４（ｔ、Ｊ＝７．９６Ｈｚ
、２Ｈ）、７．５２（ｄｄ、Ｊ＝８．３４、４．０４Ｈｚ、１Ｈ）、７．６３（ｔ、Ｊ＝
７．７１Ｈｚ、１Ｈ）、８．０４（ｄｄ、Ｊ＝８．０８、１．２６Ｈｚ、１Ｈ）、８．２
３（ｄｄ、Ｊ＝８．３４、１．７７Ｈｚ、１Ｈ）、８．５０（ｄｄ、Ｊ＝７．３３、１．
５２Ｈｚ、１Ｈ）、９．０７（ｄｄ、Ｊ＝４．２９、１．７７Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－Ｍ
Ｓ：ｍ／ｚ３５４．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４１０】
実施例２８　１－（３－クロロ－２－フルオロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペ
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ラジン
【０４１１】
【化６０】

【０４１２】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．３１（ｄ、Ｊ＝４．５５Ｈｚ、４Ｈ）、３．
４８（ｓ、３Ｈ）、６．９６－７．０８（ｍ、３Ｈ）、７．２５（ｔ、Ｊ＝７．５８Ｈｚ
、２Ｈ）、７．３０（ｔ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、２Ｈ）、７．６５（ｄｄｄ、Ｊ＝８．１５
、６．６３、１．６４Ｈｚ、１Ｈ）、７．７６（ｄｄｄ、Ｊ＝７．８３、６．０６、１．
７７Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３５５．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４１３】
実施例２９　４－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾ［ｃ］［１，
２，５］チアジアゾール
【０４１４】
【化６１】

【０４１５】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．３３（ｓ、４Ｈ）、３．６８（ｓ、４Ｈ）、
７．０４（ｂｒ．、ｓ、３Ｈ）、７．２６－７．３６（ｍ、２Ｈ）、７．７０－７．７５
（ｍ、１Ｈ）、８．２６（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６１
．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４１６】
実施例３０　１－（５－ブロモ－６－クロロピリジン－３－イルスルホニル）－４－フェ
ニルピペラジン
【０４１７】

【化６２】

【０４１８】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．３７（ｄ、Ｊ＝５．０５Ｈｚ、４Ｈ）、３．
４４（ｓ、３Ｈ）、７．１２（ｓ、３Ｈ）、７．３４（ｔ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、２Ｈ）、
８．２６（ｄ、Ｊ＝２．２７Ｈｚ、１Ｈ）、８．７０（ｄ、Ｊ＝２．０２Ｈｚ、１Ｈ）；
ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ４１５．９（Ｍ＋Ｈ）＋。
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【０４１９】
実施例３１　１－（６－モルホリノピリジン－３－イルスルホニル）－４－フェニルピペ
ラジン
【０４２０】
【化６３】

【０４２１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．３２（ｓ、８Ｈ）、４．２５－４．３１（ｍ、
４Ｈ）、４．５１（ｓ、４Ｈ）、７．０４（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、７．２３（
ｓ、４Ｈ）、７．３１（ｔｄ、Ｊ＝８．５９、１．７７Ｈｚ、３Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ
／ｚ３８９．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４２２】
実施例３２　３－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾニトリル
【０４２３】
【化６４】

【０４２４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　４．６６（ｓ、４Ｈ）、７．２５（ｓ、５Ｈ）、７
．８６（ｔ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）、８．３８（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）、８
．４７（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、８．５３（ｄ、Ｊ＝６．３２Ｈｚ、１Ｈ）、８
．７１（ｄ、Ｊ＝６．３２Ｈｚ、１Ｈ）、９．４７（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３２８．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４２５】
実施例３３　１－（２－フルオロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン
【０４２６】

【化６５】

【０４２７】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．１７（ｄ、Ｊ＝５．５６Ｈｚ、６Ｈ）、３．１
９（ｓ、２Ｈ）、６．７９（ｔ、Ｊ＝７．２０Ｈｚ、１Ｈ）、６．９０（ｄ、Ｊ＝８．８
４Ｈｚ、２Ｈ）、７．１９（ｔ、Ｊ＝７．７１Ｈｚ、２Ｈ）、７．４５（ｔ、Ｊ＝７．７
１Ｈｚ、１Ｈ）、７．５１（ｄｄ、Ｊ＝１０．８６、８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、７．７５－
７．８３（ｍ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３２１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
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【０４２８】
実施例３４　１－（２－ブロモフェニルスルホニル）－４－フェニルピペラジン
【０４２９】
【化６６】

【０４３０】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．１４－３．２０（ｍ、４Ｈ）、３．３０（ｄ、
Ｊ＝５．３１Ｈｚ、４Ｈ）、６．８０（ｔ、Ｊ＝７．２０Ｈｚ、１Ｈ）、６．９２（ｄ、
Ｊ＝８．５９Ｈｚ、２Ｈ）、７．１７－７．２３（ｍ、２Ｈ）、７．５６－７．６５（ｍ
、２Ｈ）、７．９０（ｄ、Ｊ＝６．５７Ｈｚ、１Ｈ）、８．０３（ｄｄ、Ｊ＝７．４５、
２．１５Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３８１．２、３８３．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４３１】
実施例３５　５－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾ［ｃ］［１，
２，５］チアジアゾール
【０４３２】

【化６７】

【０４３３】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．１８（ｄ、Ｊ＝５．５６Ｈｚ、６Ｈ）、３．２
０（ｓ、２Ｈ）、６．７７（ｔ、Ｊ＝７．２０Ｈｚ、１Ｈ）、６．８８（ｄ、Ｊ＝８．５
９Ｈｚ、２Ｈ）、７．１４－７．２２（ｍ、２Ｈ）、７．９８（ｄｄ、Ｊ＝９．２２、１
．１４Ｈｚ、１Ｈ）、８．３５（ｄ、Ｊ＝９．０９Ｈｚ、１Ｈ）、８．５６（ｄ、Ｊ＝１
．７７Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４３４】
実施例３６　４－メチル－７－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）－３，
４－ジヒドロ－２Ｈ－ベンゾ［ｂ］［１，４］オキサジン
【０４３５】
【化６８】

【０４３６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．８９（ｓ、３Ｈ）、２．９４－３．０１（ｍ、
４Ｈ）、３．１８（ｍ、４Ｈ）、３．２８－３．３２（ｍ、２Ｈ）、４．２７－４．３３
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Ｈ）、６．９３－６．９７（ｍ、１Ｈ）、７．１６－７．２２（ｍ、２Ｈ）；ＥＳＩ－Ｍ
Ｓ：ｍ／ｚ３７４．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４３７】
実施例３７　５－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリン
【０４３８】
【化６９】

【０４３９】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３５４．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４４０】
実施例３８　１－フェニル－４－（ピリジン－２－イルスルホニル）ピペラジン
【０４４１】

【化７０】

【０４４２】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３０４．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４４３】
実施例３９　４－（４－フェニルピペラジン－１－イルスルホニル）ベンゾ［ｃ］［１，
２，５］オキサジアゾール
【０４４４】
【化７１】

【０４４５】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３４５．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４４６】
実施例４０　１－（３，５－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イルスルホニル）－４－
フェニルピペラジン
【０４４７】
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【化７２】

【０４４８】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３２１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４４９】
実施例４１　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェ
ノール
【０４５０】
【化７３】

【０４５１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３５３．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４５２】
実施例４２　２－（４－（３－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェ
ノール
【０４５３】
【化７４】

【０４５４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３５３．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４５５】
実施例４３　２－（４－ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェ
ノール
【０４５６】
【化７５】

【０４５７】
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　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ２．８６－２．９６（ｍ、４Ｈ）、３．２０（ｄ、Ｊ
＝４．２９Ｈｚ、４Ｈ）、６．６７－６．７４（ｍ、２Ｈ）、６．８２（ｔ、Ｊ＝８．０
８Ｈｚ、２Ｈ）、７．６７－７．７７（ｍ、３Ｈ）、８．１３（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、
１Ｈ）、８．１７（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）、８．３２（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、
１Ｈ）、８．７４（ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、１Ｈ）、８．８６（ｂｒ、ｓ、１Ｈ）；ＥＳ
Ｉ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６９．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４５８】
実施例４４　１－（２－クロロフェニル）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペ
ラジン
【０４５９】
【化７６】

【０４６０】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３７１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４６１】
実施例４５　１－（３－クロロフェニル）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペ
ラジン
【０４６２】
【化７７】

【０４６３】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３７１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４６４】
実施例４６　１－（４－クロロフェニル）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペ
ラジン
【０４６５】
【化７８】

【０４６６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３７１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４６７】
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実施例４７　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（２－メトキシフェニル）ピ
ペラジン
【０４６８】
【化７９】

【０４６９】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．９５－３．０２（ｍ、４Ｈ）、３．２５－３．
３２（ｍ、４Ｈ）、３．７３（ｓ、３Ｈ）、６．８５－６．８９（ｍ、２Ｈ）、６．９０
－６．９９（ｍ、２Ｈ）、７．６０（ｄｄ、Ｊ＝７．８３、１．７７Ｈｚ、１Ｈ）、７．
６８－７．７５（ｍ、２Ｈ）、７．９９（ｄｄ、Ｊ＝７．９６、１．３９Ｈｚ、１Ｈ）；
ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６７．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４７０】
実施例４８　（１Ｒ，４Ｓ）－２－（４－クロロフェニル）－５－（２－クロロフェニル
スルホニル）－２，５－ジアザ－ビシクロ［２．２．１］ヘプタン
【０４７１】

【化８０】

【０４７２】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ１．７３（ｓ、１Ｈ）、１．９７（ｓ、１Ｈ）、３．
０８（ｄ、Ｊ＝９．０９Ｈｚ、１Ｈ）、３．２６－３．３５（ｍ、２Ｈ）、３．５２（ｄ
ｄ、Ｊ＝９．３５、１．７７Ｈｚ、１Ｈ）、４．５８（ｄ、Ｊ＝１０．３６Ｈｚ、２Ｈ）
、６．５６－６．６２（ｍ、２Ｈ）、７．１４－７．１９（ｍ、２Ｈ）、７．５３（ｔｄ
、Ｊ＝７．２６、２．１５Ｈｚ、１Ｈ）、７．６３－７．７０（ｍ、２Ｈ）、７．９４－
７．９９（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３８３．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４７３】
実施例４９　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ベン
ズアルデヒド
【０４７４】
【化８１】

【０４７５】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．２７－３．３２（ｍ、４Ｈ）、３．４３－３．
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４９（ｍ、４Ｈ）、７．０３（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、２Ｈ）、７．５７（ｄ、Ｊ＝１．
０１Ｈｚ、１Ｈ）、７．６７－７．７３（ｍ、４Ｈ）、７．９８－８．０２（ｍ、１Ｈ）
、９．７１（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６４．９（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４７６】
実施例５０　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）フェ
ノール
【０４７７】
【化８２】

【０４７８】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．９５－３．０３（ｍ、４Ｈ）、３．２８（ｍ、
４Ｈ）、３．８１（ｂｒ．ｓ、１Ｈ）、６．６１－６．６６（ｍ、２Ｈ）、６．７８（ｄ
、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、２Ｈ）、７．５５－７．６１（ｍ、１Ｈ）、７．７０（ｄｄｄ、Ｊ
＝１７．４９、７．８９、１．６４Ｈｚ、２Ｈ）、７．９８－８．０１（ｍ、１Ｈ）；Ｅ
ＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３５３．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４７９】
実施例５１　１－（４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル
）フェニル）エタノン
【０４８０】
【化８３】

【０４８１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．４２－２．４６（ｍ、３Ｈ）、３．２６－３．
３１（ｍ、４Ｈ）、３．３８－３．４２（ｍ、４Ｈ）、６．９６（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ
、２Ｈ）、７．５８（ｔｄ、Ｊ＝７．３３、１．２６Ｈｚ、１Ｈ）、７．６６－７．７３
（ｍ、Ｊ＝８．２１、８．２１、７．９６、１．３９Ｈｚ、２Ｈ）、７．７９（ｄ、Ｊ＝
８．８４Ｈｚ、２Ｈ）、７．９８－８．０３（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７９
．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４８２】
実施例５２　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（２－ニトロフェニル）ピペ
ラジン
【０４８３】
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【化８４】

【０４８４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．０３－３．０５（ｍ、４Ｈ）、３．２６－３．
２８（ｍ、４Ｈ）、７．１９（ｔ、Ｊ＝７．７１Ｈｚ、１Ｈ）、７．３７（ｄ、Ｊ＝８．
０８Ｈｚ、１Ｈ）、７．５７－７．６２（ｍ、２Ｈ）、７．７２（ｄｄｄ、Ｊ＝１８．１
３、８．１５、１．５２Ｈｚ、２Ｈ）、７．８２（ｄｄ、Ｊ＝８．０８、１．２６Ｈｚ、
１Ｈ）、７．９９（ｄｄ、Ｊ＝７．９６、１．６４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３８２．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４８５】
実施例５３　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（３－ニトロフェニル）ピペ
ラジン
【０４８６】
【化８５】

【０４８７】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．３３（ｍ、８Ｈ）、７．３６－７．４１（ｍ、
１Ｈ）、７．４７（ｔ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、７．５５－７．６２（ｍ、２Ｈ）、
７．６５－７．７３（ｍ、３Ｈ）、７．９９－８．０３（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ
／ｚ３８２．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４８８】
実施例５４　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（４－ニトロフェニル）ピペ
ラジン
【０４８９】

【化８６】

【０４９０】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ３．０３－３．０５（ｍ、４Ｈ）、３．２６－３．２
８（ｍ、４Ｈ）、７．１７－７．２２（ｍ、１Ｈ）、７．３５－７．３９（ｍ、１Ｈ）、
７．５７－７．６３（ｍ、２Ｈ）、７．６８－７．７５（ｍ、２Ｈ）、７．８２（ｄｄ、
Ｊ＝８．０８、１．２６Ｈｚ、１Ｈ）、７．９９（ｄｄ、Ｊ＝７．９６、１．１４Ｈｚ、
１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３８２．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
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【０４９１】
実施例５５　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ベン
ゼンアミン
【０４９２】
【化８７】

【０４９３】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．８６（ｓ、４Ｈ）、３．２７（ｍ、４Ｈ）、６
．８４（ｂｒ．Ｓ、２Ｈ）、６．９４－７．０６（ｍ、３Ｈ）、７．１５（ｄ、Ｊ＝７．
８３Ｈｚ、１Ｈ）、７．５７－７．６５（ｍ、１Ｈ）、７．６９－７．７８（ｍ、２Ｈ）
、８．０１（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３５２．１（Ｍ＋Ｈ
）＋。
【０４９４】
実施例５６　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－２－イル）ベン
ゼンアミン
【０４９５】

【化８８】

【０４９６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．９５－３．０２（ｍ、４Ｈ）、３．３２－３．
３９（ｍ、４Ｈ）、４．８８（ｂｒ．ｓ、１Ｈ）、７．０８－７．１６（ｍ、２Ｈ）、７
．３７－７．４４（ｍ、２Ｈ）、７．５７－７．６３（ｍ、２Ｈ）、７．６７－７．７６
（ｍ、２Ｈ）、８．０１（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、８．０８（ｓ、１Ｈ）；ＥＳ
Ｉ－ＭＳ：ｍ／ｚ３５２．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４９７】
実施例５７　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）安息
香酸
【０４９８】
【化８９】

【０４９９】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．２９－３．３１（ｍ、４Ｈ）、３．５３－３．
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５５（ｍ、４Ｈ）、６．９９－７．０４（ｍ、２Ｈ）、７．５５－７．６０（ｍ、１Ｈ）
、７．６６－７．７３（ｍ、Ｊ＝８．３１、８．３１、８．０２、１．６４Ｈｚ、２Ｈ）
、７．９８－８．０２（ｍ、１Ｈ）、８．０２－８．０７（ｍ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：
ｍ／ｚ３８１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５００】
実施例５８　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ベン
ズアミド
【０５０１】
【化９０】

【０５０２】
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）安息香酸（７６
ｍｇ、０．０２ｍｍｏｌｅ）、ＥＤＣＩ（３９ｍｇ、０．０２ｍｍｏｌｅ）、ＨＯＢｔ（
３１ｍｇ、０．０２ｍｍｏｌｅ）及びギ酸アンモニウム（１３ｍｇ、０．０２ｍｍｏｌｅ
）を、１ｍｌの無水ＤＭＦ中で合わせた。混合物を１当量のＴＥＡで処理して、室温で一
晩攪拌した。調製ＨＰＬＣで精製した後に、表題の化合物を３７％の収率で得た。１Ｈ　
ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．２１（ｓ、４Ｈ）、３．３１（
ｓ、４Ｈ）、５．８７（ｂｒ．、ｓ、２Ｈ）、６．６８（ｓ、１Ｈ）、６．７５（ｓ、１
Ｈ）、６．９０（ｓ、１Ｈ）、７．２６（ｓ、１Ｈ）、７．５９（ｓ、１Ｈ）、７．７２
（ｓ、２Ｈ）、８．０２（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３８０．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５０３】
実施例５９　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（ピリジン－２－イル）ピペ
ラジン
【０５０４】

【化９１】

【０５０５】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．２３－３．２７（ｍ、４Ｈ）、３．５３－３．
５７（ｍ、４Ｈ）、６．６５（ｄｄ、Ｊ＝７．０７、４．８０Ｈｚ、１Ｈ）、６．８２（
ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、１Ｈ）、７．５０－７．５９（ｍ、２Ｈ）、７．６５－７．７２
（ｍ、Ｊ＝８．４０、８．４０、８．２１、１．７７Ｈｚ、２Ｈ）、７．９９（ｄｄ、Ｊ
＝７．８３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）、８．０９（ｄｄ、Ｊ＝４．９３、１．８９Ｈｚ、１
Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３８．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５０６】
実施例６０　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）－４－（ピリジン－２－イル）ピ
ペラジン
【０５０７】
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【化９２】

【０５０８】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．１２－３．１７（ｍ、４Ｈ）、３．４８－３．
５４（ｍ、４Ｈ）、６．６１（ｄｄ、Ｊ＝７．０７、５．０５Ｈｚ、１Ｈ）、６．７５（
ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、１Ｈ）、７．４７（ｄｄｄ、Ｊ＝８．７２、６．９５、２．０２
Ｈｚ、１Ｈ）、７．６４－７．７６（ｍ、３Ｈ）、８．０４（ｄｄ、Ｊ＝４．９３、１．
３９Ｈｚ、１Ｈ）、８．１０（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）、８．１６（ｄｄ、Ｊ＝７
．３３、１．２６Ｈｚ、１Ｈ）、８．２９（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、８．６９（
ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３５４．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５０９】
実施例６１　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（５－クロロピリジン－２－
イル）ピペラジン
【０５１０】
【化９３】

【０５１１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．２４（ｓ、１Ｈ）、３．２５（ｄ、Ｊ＝５．
０５Ｈｚ、３Ｈ）、３．５３－３．５８（ｍ、４Ｈ）、６．８７（ｄ、Ｊ＝９．０９Ｈｚ
、１Ｈ）、７．５７（ｔｄ、Ｊ＝７．３３、２．０２Ｈｚ、１Ｈ）、７．６１（ｄｄ、Ｊ
＝９．０９、２．７８Ｈｚ、１Ｈ）、７．６５－７．７２（ｍ、２Ｈ）、７．９９（ｄｄ
、Ｊ＝７．９６、１．３９Ｈｚ、１Ｈ）、８．０９（ｄ、Ｊ＝２．７８Ｈｚ、１Ｈ）；Ｅ
ＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７３．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５１２】
実施例６２　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（３－ニトロピリジン－２－
イル）ピペラジン
【０５１３】

【化９４】

【０５１４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．２５－３．３１（ｍ、４Ｈ）、３．３６－３．
４４（ｍ、４Ｈ）、６．９６（ｄｄｄ、Ｊ＝８．０８、４．５５、１．２６Ｈｚ、１Ｈ）
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、７．５５－７．６２（ｍ、１Ｈ）、７．６６－７．７５（ｍ、２Ｈ）、７．９８（ｄ、
Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）、８．２６（ｄｄｄ、Ｊ＝７．９６、１．６４、１．５２Ｈｚ
、１Ｈ）、８．４０（ｔｄ、Ｊ＝３．０３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／
ｚ３８３．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５１５】
実施例６３　３－［４－（２－クロロ－ベンゼンスルホニル）－ピペラジン－１－イル］
－ピリジン－２－オール
【０５１６】
【化９５】

【０５１７】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ３．３４－３．３５（ｍ、４Ｈ）３．５２－３．６
３（ｍ、４Ｈ）６．５９（ｄ、Ｊ＝７．５８Ｈｚ、１Ｈ）７．１９（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈ
ｚ、１Ｈ）７．３３（ｔ、Ｊ＝７．９６Ｈｚ、１Ｈ）７．３９－７．４７（ｍ、１Ｈ）７
．４９－７．６０（ｍ、２Ｈ）８．１０（ｂｒ．、ｓ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３
５４．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５１８】
実施例６４　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ピリ
ミジン
【０５１９】
【化９６】

【０５２０】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．２１－３．２７（ｍ、４Ｈ）、３．７６－３．
８２（ｍ、４Ｈ）、６．６３－６．６７（ｍ、１Ｈ）、７．５３－７．５９（ｍ、１Ｈ）
、７．６４－７．７１（ｍ、２Ｈ）、７．９８（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）、８．３
５（ｓ、１Ｈ）、８．３６（ｄ、Ｊ＝１．０１Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３
９．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５２１】
実施例６５　２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ピ
リミジン
【０５２２】
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【化９７】

【０５２３】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．１２－３．１８（ｍ、４Ｈ）、３．７３－３．
７９（ｍ、４Ｈ）、６．６０（ｔ、Ｊ＝４．８０Ｈｚ、１Ｈ）、７．６４－７．７０（ｍ
、２Ｈ）、７．７３（ｔ、Ｊ＝７．７１Ｈｚ、１Ｈ）、８．０９（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ
、１Ｈ）、８．１５（ｄ、Ｊ＝７．５８Ｈｚ、１Ｈ）、８．２６－８．３１（ｍ、３Ｈ）
、８．６７（ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３５４．１（Ｍ＋Ｈ
）＋。
【０５２４】
実施例６６　２－（４－（ナフタレン－２－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）ピ
リミジン
【０５２５】
【化９８】

【０５２６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．９９－３．０５（ｍ、４Ｈ）、３．７７－３．
８５（ｍ、４Ｈ）、６．５９（ｔ、Ｊ＝４．８０Ｈｚ、１Ｈ）、８．０５（ｄ、Ｊ＝７．
５８Ｈｚ、１Ｈ）、８．１５（ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、１Ｈ）、８．２０（ｄ、Ｊ＝７．
８３Ｈｚ、１Ｈ）、８．２９（ｄ、Ｊ＝４．８０Ｈｚ、２Ｈ）、８．４４（ｓ、１Ｈ）；
ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３５４．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５２７】
実施例６７　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（５－ニトロチアゾール２－
イル）ピペラジン
【０５２８】

【化９９】

【０５２９】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３８９．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５３０】
実施例６８　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チア
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ゾール－４－カルボン酸
【０５３１】
【化１００】

【０５３２】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３８８．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５３３】
実施例６９　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チア
ゾール－４－カルボキサミド
【０５３４】
【化１０１】

【０５３５】
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チアゾール－４
－カルボン酸（７７ｍｇ、０．０２ｍｍｏｌｅ）、ＥＤＣＩ（３９ｍｇ、０．０２ｍｍｏ
ｌｅ）、ＨＯＢｔ（３１ｍｇ、０．０２ｍｍｏｌｅ）及びギ酸アンモニウム（１３ｍｇ、
０．０２ｍｍｏｌｅ）を、１ｍｌの無水ＤＭＦ中で合わせた。混合物を１当量のＴＥＡで
処理して、室温で一晩攪拌した。調製ＨＰＬＣで精製した後に、表題の化合物を３７％の
収率で得た。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．４１（ｓ
、１Ｈ）、３．４２－３．４４（ｍ、３Ｈ）、３．５３－３．５６（ｍ、３Ｈ）、３．５
７（ｓ、１Ｈ）、６．０２（ｓ、１Ｈ）、６．９５（ｓ、１Ｈ）、７．３８－７．４４（
ｍ、２Ｈ）、７．５０－７．５３（ｍ、２Ｈ）、８．０２－８．０７（ｍ、１Ｈ）；ＥＳ
Ｉ－ＭＳ：ｍ／ｚ３８７．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５３６】
実施例７０　（２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チ
アゾール－４－イル）メタノール
【０５３７】
【化１０２】

【０５３８】
　２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）チアゾール－４
－カルボン酸（７７ｍｇ、０．０２ｍｍｏｌｅ）を、窒素保護下にて１ｍＬの無水ＴＨＦ
中に溶解した。０．４ｍＬのＬｉＡｌＨ４（１．０Ｍ　ＴＨＦ溶液）を、－７８℃にてシ
リンジにより溶液を添加した。３０分後、反応混合物をＭｅＯＨでクエンチし、蒸発させ
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て乾燥し、ＥｔＯＡｃ及び０．１Ｎ酒石酸水溶液で抽出した。次いで、有機層をＮａ２Ｓ
Ｏ４で乾燥して、溶媒を除去した。調製ＨＰＬＣを使用して精製した後に、表題の化合物
を、７７％の収率で得た。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３
．３３（ｍ、４Ｈ）、３．４７（ｄｄ、Ｊ＝６．１９、３．９２Ｈｚ、４Ｈ）、４．３１
（ｓ、２Ｈ）、６．６３（ｓ、１Ｈ）、７．５４－７．６２（ｍ、１Ｈ）、７．６５－７
．７５（ｍ、２Ｈ）、７．９５－８．０２（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７４．
１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５３９】
実施例７１　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）－４－（チアゾール－２－イル）
ピペラジン
【０５４０】
【化１０３】

【０５４１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．２０－３．２５（ｍ、４Ｈ）、３．３８－３．
４４（ｍ、４Ｈ）、６．８３（ｄ、Ｊ＝３．５４Ｈｚ、１Ｈ）、７．１１（ｄ、Ｊ＝３．
５４Ｈｚ、１Ｈ）、７．６５－７．７６（ｍ、３Ｈ）、８．１１（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ
、１Ｈ）、８．１７（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）、８．３０（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ
、１Ｈ）、８．６６（ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６０．１
（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５４２】
実施例７２　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－１’－アダマンチルピペラジ
ン
【０５４３】

【化１０４】

【０５４４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．５５（ｓ、１２Ｈ）、２．００（ｓ、３Ｈ）、
２．５８（ｄ、Ｊ＝４．２９Ｈｚ、４Ｈ）、３．０２－３．１０（ｍ、４Ｈ）、７．５３
－７．６０（ｍ、１Ｈ）、７．６４－７．７３（ｍ、２Ｈ）、７．９０－７．９６（ｍ、
１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３９５．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５４５】
実施例７３　ｔｅｒｔ－ブチル　２－（４－（４－クロロフェニルスルホニル）－２－オ
キソピペラジン－１－イル）アセテート
【０５４６】
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【化１０５】

【０５４７】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．４３（ｓ、５Ｈ）、３．３５－３．３９（ｍ、
１Ｈ）、３．４５－３．５０（ｍ、１Ｈ）、３．７５（ｓ、１Ｈ）、３．９９（ｓ、１Ｈ
）、７．５４（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、７．７２（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ
）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３８９．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５４８】
実施例７４　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－シクロペンチルピペラジン
【０５４９】

【化１０６】

【０５５０】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．２６（ｓ、２Ｈ）、１．４５（ｄｄ、Ｊ＝７．
７１、４．６７Ｈｚ、２Ｈ）、１．５０－１．６０（ｍ、２Ｈ）、１．７１（ｓ、２Ｈ）
、２．４２（ｓ、５Ｈ）、３．１４（ｓ、４Ｈ）、７．５４－７．５９（ｍ、１Ｈ）、７
．６９（ｔｄ、Ｊ＝８．１５、６．４４Ｈｚ、２Ｈ）、７．９３－７．９７（ｍ、１Ｈ）
；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３２９．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５５１】
実施例７５　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－シクロヘキシルピペラジン
【０５５２】
【化１０７】

【０５５３】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．８９－１．２５（ｍ、５Ｈ）、１．５１－１．
５２（ｍ、１Ｈ）、１．６７（ブロード　ｓ、４Ｈ）、２．２０－２．２２（ｍ、１Ｈ）
、２．９８－３．２０（ｍ、４Ｈ）、３．４５（ｍ、４Ｈ）、７．４７－７．６１（ｍ、
１Ｈ）、７．６２－７．７４（ｍ、２Ｈ）、７．９４（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）；
ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３４（ｍ＋Ｈ）＋。
【０５５４】
実施例７６　１－シクロペンチル－４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン
【０５５５】
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【化１０８】

【０５５６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．１２－１．２３（ｍ、２Ｈ）１．３５－１．４
５（ｍ、２Ｈ）１．５０（ｄｔ、Ｊ＝７．７７、３．８２Ｈｚ、２Ｈ）１．６６（ｄ、Ｊ
＝６．８２Ｈｚ、２Ｈ）２．３３－２．４３（ｍ、５Ｈ）３．０２（ｓ、４Ｈ）７．６５
－７．７５（ｍ、３Ｈ）８．１１（ｄｄ、Ｊ＝７．７１、３．６６Ｈｚ、２Ｈ）８．３０
（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）８．６７（ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－Ｍ
Ｓ：ｍ／ｚ３４５．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５５７】
実施例７７　８－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）キノリン
【０５５８】
【化１０９】

【０５５９】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．２０（ｓ、２Ｈ）１．４２（ｓ、２Ｈ）１．５
２（ｓ、２Ｈ）１．６９（ｓ、２Ｈ）２．３８（ｓ、４Ｈ）３．２４（ｓ、４Ｈ）７．６
９（ｄｄｄ、Ｊ＝８．３４、４．０４、２．５３Ｈｚ、１Ｈ）７．７２－７．７７（ｍ、
１Ｈ）８．３０（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）８．３５（ｄ、Ｊ＝７．５８Ｈｚ、１Ｈ
）８．５０－８．５６（ｍ、１Ｈ）９．０６（ｄｄｄ、Ｊ＝４．１７、２．２７、２．１
５Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３４６．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５６０】
実施例７８　１－シクロペンチル－４－（４－メチルナフタレン－１－イルスルホニル）
ピペラジン
【０５６１】

【化１１０】

【０５６２】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．１６（ｄｄ、Ｊ＝１１．７５、８．２１Ｈｚ、
２Ｈ）１．４１（ｄｄ、Ｊ＝７．５８、４．８０Ｈｚ、２Ｈ）１．４５－１．５４（ｍ、
２Ｈ）１．６２－１．６９（ｍ、２Ｈ）２．３３－２．４１（ｍ、５Ｈ）２．７４（ｓ、
３Ｈ）２．９７－３．０３（ｍ、４Ｈ）７．５５（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）７．６
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８－７．７４（ｍ、２Ｈ）８．０２（ｄ、Ｊ＝７．５８Ｈｚ、１Ｈ）８．１６－８．２０
（ｍ、１Ｈ）８．６７－８．７１（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３５９．２（Ｍ＋
Ｈ）＋。
【０５６３】
実施例７９　５－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルナフタレン－１－アミン
【０５６４】
【化１１１】

【０５６５】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．１８（ｓ、２Ｈ）１．４３（ｓ、２Ｈ）１．５
１（ｓ、２Ｈ）１．６６（ｓ、２Ｈ）２．３７（ｓ、４Ｈ）２．８２（ｓ、６Ｈ）３．０
２（ｓ、３Ｈ）７．２６（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）７．５７－７．６２（ｍ、１Ｈ
）７．６４－７．６９（ｍ、１Ｈ）８．１１（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）８．３１（
ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、１Ｈ）８．５２（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ
：ｍ／ｚ３４６．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５６６】
実施例８０　５－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリン
【０５６７】
【化１１２】

【０５６８】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．１８（ｄｄ、Ｊ＝１１．６２、８．０８Ｈｚ、
２Ｈ）、１．４０－１．４６（ｍ、２Ｈ）、１．４８－１．５４（ｍ、２Ｈ）、１．６７
（ｓ、２Ｈ）、２．３９（ｄ、Ｊ＝５．０５Ｈｚ、５Ｈ）、３．０４（ｓ、４Ｈ）、７．
８９（ｔ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）、８．３５（ｄ、Ｊ＝６．８２Ｈｚ、１Ｈ）、８．
４５（ｄ、Ｊ＝５．５６Ｈｚ、１Ｈ）、８．５２（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、８．
７０（ｄ、Ｊ＝６．０６Ｈｚ、１Ｈ）、９．５１（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３
４６．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５６９】
実施例８１　１－（５－クロロナフタレン－１－イルスルホニル）－４－シクロペンチル
ピペラジン
【０５７０】
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【化１１３】

【０５７１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．１８－１．５２（ｍ、８Ｈ）２．３７（ｓ、４
Ｈ）３．０４（ｓ、４Ｈ）３．４７（ｓ、１Ｈ）７．７３（ｔ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ
）７．９０（ｄ、Ｊ＝７．０７Ｈｚ、２Ｈ）８．２６（ｓ、１Ｈ）８．６０（ｓ、１Ｈ）
８．６７（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７９．２（Ｍ＋Ｈ）
＋。
【０５７２】
実施例８２　１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン
【０５７３】
【化１１４】

【０５７４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．１７（ｄ、Ｊ＝５．０５Ｈｚ、４Ｈ）、３．３
２－３．４２（ｍ、４Ｈ）、７．５８－７．６４（ｍ、１Ｈ）、７．７０－７．７７（ｍ
、２Ｈ）、７．９９（ｄｄ、Ｊ＝７．８３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）、８．８６（ｓ、２Ｈ
）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ２６１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５７５】
実施例８３　１－ベンジル－４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－２－オ
ン
【０５７６】
【化１１５】

【０５７７】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３０１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５７８】
実施例８４　（Ｒ）－Ｎ－（１－ベンジルピロリジン－３－イル）－２－クロロベンゼン
スルホンアミド
【０５７９】
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【化１１６】

【０５８０】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３５１．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５８１】
実施例８５　２－（２－クロロフェニルスルホニル）－オクタヒドロピロロ［１，２－ａ
］ピラジン
【０５８２】
【化１１７】

【０５８３】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．９６（ｓ、３Ｈ）、３．０７（ｓ、３Ｈ）、３
．２２（ｓ、１Ｈ）、３．３８（ｓ、３Ｈ）、３．５８（ｓ、１Ｈ）、３．９４（ｓ、１
Ｈ）、４．１３（ｓ、１Ｈ）、７．５４－７．６３（ｍ、１Ｈ）、７．６９－７．７６（
ｍ、２Ｈ）、７．９８－８．０５（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３０１．１（Ｍ＋
Ｈ）＋。
【０５８４】
実施例８６　２－（２－クロロフェニルスルホニル）－オクタヒドロ－１Ｈ－ピリド［１
，２－ａ］ピラジン
【０５８５】

【化１１８】

【０５８６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．３２－１．８６（ｍ、９Ｈ）、２．７６－３．
８７（Ｍ、ｍ、Ｈ）、７．５８－７．６４（ｍ、１Ｈ）、７．７０－７．７７（ｍ、２Ｈ
）、７．９８－８．０２（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３１３．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５８７】
実施例８７　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－１
Ｈ－インドール
【０５８８】
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【化１１９】

【０５８９】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．１４（ｍ、４Ｈ）、３．３９（ｍ、４Ｈ）、６
．３７（ｓ、１Ｈ）、６．４４（ｄ、Ｊ＝７．０７Ｈｚ、１Ｈ）、６．９５（ｔ、Ｊ＝７
．７１Ｈｚ、１Ｈ）、７．０４（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、７．２２（ｓ、１Ｈ）
、７．６０（ｓ、１Ｈ）、７．６７－７．７６（ｍ、２Ｈ）、８．０２（ｄ、Ｊ＝７．５
８Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７６．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５９０】
実施例８８　７－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－１
Ｈ－インダゾール
【０５９１】
【化１２０】

【０５９２】
　表題の化合物を、スキーム２、ステップＢに記載されたようにして調製した。１Ｈ　Ｎ
ＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．２７－３．３８（ｍ、４Ｈ）３
．６９－３．７０－２．７６（ｍ、４Ｈ）７．００（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）７．
１５（ｔ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）７．３８－７．４７（ｍ、１Ｈ）７．４８－７．５
８（ｍ、３Ｈ）８．０６－８．１５（ｍ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７７．２（Ｍ
＋Ｈ）＋。
【０５９３】
実施例８９　４－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）－１
Ｈ－インダゾール
【０５９４】
【化１２１】

【０５９５】
　表題の化合物を、スキーム２、ステップＢに記載されたようにして調製した。１Ｈ　Ｎ
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ＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　３．２２（ｓ、３Ｈ）３．４８（ｓ
、４Ｈ）６．４８（ｔ、Ｊ＝６．８２Ｈｚ、１Ｈ）７．０２（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１
Ｈ）７．１７（ｄ、Ｊ＝５．３１Ｈｚ、１Ｈ）７．４１（ｔ、Ｊ＝７．５８Ｈｚ、１Ｈ）
７．４７－７．５７（ｍ、２Ｈ）８．０４（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－Ｍ
Ｓ：ｍ／ｚ３７７．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５９６】
実施例９０　１－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）－
１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２（３Ｈ）－オン
【０５９７】
【化１２２】

【０５９８】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．６４（ｄ、Ｊ＝１０．１１Ｈｚ、２Ｈ）、２．
１１（ｔｄ、Ｊ＝１２．６３、８．５９Ｈｚ、２Ｈ）、２．８７（ｔ、Ｊ＝１１．８７Ｈ
ｚ、２Ｈ）、３．９６（ｄ、Ｊ＝１２．６３Ｈｚ、２Ｈ）、４．２０－４．２９（ｍ、１
Ｈ）、６．５０（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）、６．８０－６．８６（ｍ、１Ｈ）、６
．９２（ｄ、Ｊ＝４．２９Ｈｚ、２Ｈ）、７．７０－７．８１（ｍ、３Ｈ）、８．１９（
ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、８．２４（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）、８．３６（
ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、８．７４（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、１０．８１
（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ４０８．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５９９】
実施例９１　１－（１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－４－イル）ピペ
リジン－２－オン
【０６００】

【化１２３】

【０６０１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．５５（ｄ、Ｊ＝２．５３Ｈｚ、２Ｈ）、１．６
４（ｔｄ、Ｊ＝１２．１９、３．９２Ｈｚ、６Ｈ）、２．１９（ｔ、Ｊ＝６．５７Ｈｚ、
２Ｈ）、２．８０（ｔｄ、Ｊ＝１２．４４、２．４０Ｈｚ、２Ｈ）、３．０８（ｔ、Ｊ＝
５．６８Ｈｚ、２Ｈ）、３．７７（ｄ、Ｊ＝１２．６３Ｈｚ、２Ｈ）、４．３０－４．３
９（ｍ、１Ｈ）、７．５５（ｔｄ、Ｊ＝７．４５、１．７７Ｈｚ、１Ｈ）、７．６４－７
．７２（ｍ、２Ｈ）、７．９７（ｄｄ、Ｊ＝７．７１、１．６４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－
ＭＳ：ｍ／ｚ３５７．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６０２】
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実施例９２　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（ピペリジン－１－イル）ピ
ペリジン
【０６０３】
【化１２４】

【０６０４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．３２－１．４５（ｍ、８Ｈ）１．７１（ｄ、Ｊ
＝１１．８７Ｈｚ、２Ｈ）２．２９－２．４０（ｍ、５Ｈ）２．６８（ｔ、Ｊ＝１１．７
５Ｈｚ、２Ｈ）３．７１（ｄ、Ｊ＝１２．３８Ｈｚ、２Ｈ）７．５２－７．６０（ｍ、１
Ｈ）７．６３－７．７２（ｍ、２Ｈ）７．９５（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ
－ＭＳ：ｍ／ｚ３４３（ｍ＋Ｈ）＋。
【０６０５】
実施例９３　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニル－１，２，３，６－
テトラヒドロピリジン
【０６０６】

【化１２５】

【０６０７】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．３４（ブロード及び水ピークとオーバーラップ
している、２Ｈ）３．５０（ｔ、Ｊ＝５．５６Ｈｚ、２Ｈ）３．９２（ブロード　ｓ、２
Ｈ）６．１５（ブロード　ｓ、１Ｈ）７．２３－７．２８（ｍ、１Ｈ）７．３０－７．３
６（ｍ、２Ｈ）７．３６－７．４０（ｍ、２Ｈ）７．５５－７．６０（ｍ、１Ｈ）７．６
４－７．７１（ｍ、２Ｈ）８．０３（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ
／ｚ３３４．２（ｍ＋Ｈ）＋。
【０６０８】
実施例９４　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－フェニルピペリジン
【０６０９】
【化１２６】

【０６１０】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．５９（ｑｄ、Ｊ＝１２．５５，４．０４Ｈｚ、
２Ｈ）１．８１（ｄ、Ｊ＝１２．１３Ｈｚ、２Ｈ）２．５８－２．６７（ｍ、１Ｈ）２．
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７５－２．８４（ｍ、２Ｈ）３．８２（ｄ、Ｊ＝１２．６３Ｈｚ、２Ｈ）７．１５－７．
２１（ｍ、３Ｈ）７．２６－７．３０（ｍ、２Ｈ）７．５７（ｔ、Ｊ＝７．４５Ｈｚ、１
Ｈ）７．６５－７．７４（ｍ、２Ｈ）７．９９（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ
－ＭＳ：ｍ／ｚ３３６．２（ｍ＋Ｈ）＋。
【０６１１】
実施例９５　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（ピロリジン－１－イル）ピ
ペリジン
【０６１２】
【化１２７】

【０６１３】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．３２－１．４２（ｍ、２Ｈ）１．６３（ブロー
ド　ｓ、４Ｈ）１．７８－１．８７（ｍ、２Ｈ）２．０３－２．１２（ｍ、１Ｈ）２．４
２（ブロード　ｓ、４Ｈ）２．８１－２．８９（ｍ、２Ｈ）３．５３－３．６１（ｍ、２
Ｈ）７．５４－７．５９（ｍ、１Ｈ）７．６４－７．７２（ｍ、２Ｈ）７．９７（ｄｄ、
Ｊ＝７．８３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３２９．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６１４】
実施例９６　４－（１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－４－イル）モル
ホリン
【０６１５】
【化１２８】

【０６１６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３４５．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６１７】
実施例９７　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（２－メトキシフェニル）ピ
ペリジン
【０６１８】
【化１２９】

【０６１９】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．５８（ｑｄ、Ｊ＝１２．５５、４．０４Ｈｚ、
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２Ｈ）、１．７３（ｓ、２Ｈ）、２．８０（ｔｄ、Ｊ＝１２．４４、２．１５Ｈｚ、２Ｈ
）、２．９１－３．００（ｍ、１Ｈ）、３．７４（ｓ、３Ｈ）、３．７９－３．８６（ｍ
、２Ｈ）、６．８８（ｔ、Ｊ＝７．４５Ｈｚ、１Ｈ）、６．９３（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ
、１Ｈ）、７．１０（ｄｄ、Ｊ＝７．５８、１．７７Ｈｚ、１Ｈ）、７．１５－７．２１
（ｍ、１Ｈ）、７．５５－７．６０（ｍ、１Ｈ）、７．６６－７．７４（ｍ、２Ｈ）、７
．９９（ｄｄ、Ｊ＝７．８３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６６．１
（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６２０】
実施例９８　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－ｏ－トリルピペリジン
【０６２１】
【化１３０】

【０６２２】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．６０（ｔｄ、Ｊ＝１２．４４、３．９２Ｈｚ、
２Ｈ）、１．７３（ｄ、Ｊ＝１１．１２Ｈｚ、２Ｈ）、２．２５（ｓ、３Ｈ）、２．７８
－２．８８（ｍ、３Ｈ）、３．８０－３．８９（ｍ、２Ｈ）、７．０４－７．１５（ｍ、
４Ｈ）、７．５８（ｔｄ、Ｊ＝７．４５、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）、７．６６－７．７５（
ｍ、２Ｈ）、８．００（ｄｄ、Ｊ＝７．７１、１．６４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ
／ｚ３５０．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６２３】
実施例９９　メチル　２－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－
イル）ベンゾエート
【０６２４】

【化１３１】

【０６２５】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．６５（ｓ、２Ｈ）、１．７６（ｓ、２Ｈ）、２
．５６（ｔ、Ｊ＝１２．１３Ｈｚ、２Ｈ）、３．１６（ｓ、１Ｈ）、３．７３－３．７６
（ｍ、３Ｈ）、３．９１（ｄ、Ｊ＝１１．６２Ｈｚ、２Ｈ）、７．２７－７．３５（ｍ、
２Ｈ）、７．４７－７．５３（ｍ、１Ｈ）、７．６５（ｄｄ、Ｊ＝７．８３、１．５２Ｈ
ｚ、１Ｈ）、７．６８－７．７９（ｍ、３Ｈ）、８．１０－８．２０（ｍ、２Ｈ）、８．
３２（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、８．７４（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳ
Ｉ－ＭＳ：ｍ／ｚ４１０．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６２６】
実施例１００　（２－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル
）フェニル）メタノール
【０６２７】
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【０６２８】
　メチル　２－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）ベン
ゾエート（８０ｍｇ、０．０２ｍｍｏｌ）を、窒素保護下にて１ｍＬの無水ＴＨＦ中に溶
解した。０．４ｍＬのＬｉＡｌＨ４（１．０Ｍ　ＴＨＦ溶液）を、－７８℃にてシリンジ
により溶液を添加した。３０分後、反応混合物をＭｅＯＨでクエンチし、蒸発させて乾燥
し、ＥｔＯＡｃ及び０．１Ｎ酒石酸水溶液で抽出した。次いで、有機層をＮａ２ＳＯ４で
乾燥して、溶媒を除去した。調製ＨＰＬＣを使用して精製した後に、表題の化合物を、６
０％の収率で得た。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．５８
（ｄｄ、Ｊ＝１２．３８、３．５４Ｈｚ、２Ｈ）１．６７－１．７４（ｍ、２Ｈ）２．５
２－２．６１（ｍ、２Ｈ）２．７３－２．８１（ｍ、２Ｈ）３．８８（ｄ、Ｊ＝１２．１
３Ｈｚ、２Ｈ）４．４２（ｄ、Ｊ＝３．７９Ｈｚ、２Ｈ）４．９６（ｓ、１Ｈ）７．０８
－７．１９（ｍ、３Ｈ）７．２４－７．２９（ｍ、１Ｈ）７．６６－７．７８（ｍ、４Ｈ
）８．１３（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、１Ｈ）８．１７（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）８
．３１（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）８．７５（ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳ
Ｉ－ＭＳ：ｍ／ｚ３８２．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６２９】
実施例１０１　（４ａＲ，８ａＳ）－２－（２－クロロフェニルスルホニル）－デカヒド
ロイソキノリン
【０６３０】
【化１３３】

【０６３１】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．８６－０．９７（ｍ、２Ｈ）、１．１１－１．
２３（ｍ、４Ｈ）、１．４８－１．５９（ｍ、４Ｈ）、１．６１－１．７０（ｍ、２Ｈ）
、２．３２（ｔ、Ｊ＝１１．４９Ｈｚ、１Ｈ）、２．６８（ｔｄ、Ｊ＝１２．５１、２．
７８Ｈｚ、１Ｈ）、３．５５（ｄｄｄ、Ｊ＝１２．１９、３．８５、１．６４Ｈｚ、１Ｈ
）、３．７２（ｄｔ、Ｊ＝１２．４４、２．２４Ｈｚ、１Ｈ）、７．５４（ｔｄ、Ｊ＝７
．５８、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）、７．６６（ｄｄｄ、Ｊ＝１７．８１、８．０８、１．３
９Ｈｚ、２Ｈ）、７．９５（ｄｄ、Ｊ＝７．８３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ
：ｍ／ｚ３１４．１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６３２】
実施例１０２　３－（１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－４－イル）－
６－フルオロベンゾ［ｄ］イソキサゾール
【０６３３】
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【化１３４】

【０６３４】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．７１－１．８２（ｍ、２Ｈ）、２．０９－２．
１４（ｍ、２Ｈ）、２．９６（ｔｄ、Ｊ＝１２．２５、２．５３Ｈｚ、２Ｈ）、３．３２
－３．４０（ｍ、１Ｈ）、３．７８－３．８６（ｍ、２Ｈ）、７．２８（ｔｄ、Ｊ＝８．
９７、２．２７Ｈｚ、１Ｈ）、７．５９（ｄｄｄ、Ｊ＝８．０８、７．３３、１．５２Ｈ
ｚ、１Ｈ）、７．６７－７．７５（ｍ、３Ｈ）、７．９４（ｄｄ、Ｊ＝８．７２、５．４
３Ｈｚ、１Ｈ）、８．０２（ｄｄ、Ｊ＝７．７１、１．３９Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ
：ｍ／ｚ３９５．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６３５】
実施例１０３　１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）
ブタン－２－オール
【０６３６】

【化１３５】

【０６３７】
　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．７４－０．８１（ｍ、３Ｈ）１．１２－１．２
０（ｍ、１Ｈ）１．２７－１．３５（ｍ、１Ｈ）２．１４（ｄ、Ｊ＝６．０６Ｈｚ、２Ｈ
）２．３５－２．４４（ｍ、４Ｈ）３．０３（ｔ、Ｊ＝４．４２　Ｈｚ、４Ｈ）４．１６
（ｄ、Ｊ＝３．７９Ｈｚ、１Ｈ）７．６５－７．７５（ｍ、３Ｈ）８．１２（ｔ、Ｊ＝６
．６９Ｈｚ、２Ｈ）８．３０（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）８．６７（ｄ、Ｊ＝８．５
９Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３４９．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６３８】
実施例１０４　（Ｒ）－３－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピ
ペラジン－１－イル）ブタン－１－オール
【０６３９】

【化１３６】

【０６４０】
　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．７７－０．８６（ｍ、６Ｈ）１．５４（ｍ、１
Ｈ）２．９８－３．４８（ｍ、１２Ｈ）７．６７－７．７８（ｍ、３Ｈ）８．１１－８．
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１９（ｍ、２Ｈ）８．３５（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）８．６６（ｄ、Ｊ＝８．３４
Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６２．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６４１】
実施例１０５　（Ｓ）－３－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピ
ペラジン－１－イル）ブタン－１－オール
【０６４２】
【化１３７】

【０６４３】
　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．７７－０．８６（ｍ、６Ｈ）１．５４（ｍ、１
Ｈ）２．９８－３．４８（ｍ、１２Ｈ）７．６７－７．７８（ｍ、３Ｈ）８．１１－８．
１９（ｍ、２Ｈ）８．３５（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）８．６６（ｄ、Ｊ＝８．３４
Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６２．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６４４】
実施例１０６　メチル　２－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピ
ペラジン－１－イル）プロパノエート
【０６４５】
【化１３８】

【０６４６】
　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．２４－１．３４（ｍ、５Ｈ）２．９４（ｓ、２
Ｈ）３．１２（ｓ、２Ｈ）３．６４（ｓ、２Ｈ）７．６７－７．７８（ｍ、３Ｈ）８．１
２－８．１８（ｍ、２Ｈ）８．３５（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）８．７１（ｄ、Ｊ＝
８．５９Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７７．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６４７】
実施例１０７　（Ｒ）－４－メチル－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピ
ペラジン－１－イル）ペンタン－１－オール
【０６４８】
【化１３９】
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　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．７７－０．８８（ｍ、６Ｈ）１．０５（ｄｄｄ
、Ｊ＝１３．３３、８．９１、４．０４Ｈｚ、１Ｈ）１．２１（ｓ、１Ｈ）１．６２－１
．７４（ｍ、１Ｈ）２．９８（ｓ、２Ｈ）３．６０（ｍ、４Ｈ）３．７５（ｍ、４Ｈ）７
．６７－７．７８（ｍ、３Ｈ）８．１５（ｔ、Ｊ＝７．０７Ｈｚ、２Ｈ）８．３４（ｓ、
１Ｈ）８．６６（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７７．２（Ｍ
＋Ｈ）＋。
【０６５０】
実施例１０８　（Ｒ）－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）ペンタン－１－オール
【０６５１】
【化１４０】

【０６５２】
　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．８３（ｔ、Ｊ＝６．９５Ｈｚ、３Ｈ）１．２０
－１．３０（ｍ、２Ｈ）１．３５（ｍ、２Ｈ）２．８７（ｓ、１Ｈ）３．０７（ｍ、２Ｈ
）３．４９（ｓ、４Ｈ）３．７４（ｓ、４Ｈ）７．６８－７．７８（ｍ、３Ｈ）８．１１
－８．１９（ｍ、２Ｈ）８．３６（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）８．６７（ｔ、Ｊ＝９
．４７Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６２．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６５３】
実施例１０９　１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）
シクロペンチル）メタノール
【０６５４】

【化１４１】

【０６５５】
　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３７５．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６５６】
実施例１１０　（Ｒ）－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）－３－フェニルプロパン－１－オール
【０６５７】
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【化１４２】

【０６５８】
　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　２．７７（ｍ、２Ｈ）２．９１（ｍ、１Ｈ）３．０
８（ｓ、２Ｈ）３．３４－３．４４（ｍ、４Ｈ）３．４８（ｓ、５Ｈ）７．２２－７．３
３（ｍ、６Ｈ）７．６９－７．８０（ｍ、２Ｈ）８．１３－８．２１（ｍ、１Ｈ）８．６
８－８．７２（ｄ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ４１１．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６５９】
実施例１１１　（Ｒ）－２－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）－２－フェニルエタノール
【０６６０】
【化１４３】

【０６６１】
　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　３．２０（ｓ、２Ｈ）３．４７（ｓ、５Ｈ）４．９
４（ｓ、４Ｈ）７．３３（ｓ、５Ｈ）７．７３（ｓ、３Ｈ）８．１７（ｓ、２Ｈ）８．３
６（ｓ、１Ｈ）８．６４（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３９７．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６６２】
実施例１１２　（Ｒ）－１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）プロパン－２－オール
【０６６３】
【化１４４】

【０６６４】
　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．０４（ｄ、Ｊ＝６．３２Ｈｚ、３Ｈ）２．８３
（ｓ、１Ｈ）２．８９－２．９９（ｍ、２Ｈ）３．０７（ｍ、４Ｈ）３．４９-３．８３
（ｍ、２Ｈ）３．９７（ｄ、Ｊ＝６．５７Ｈｚ、１Ｈ）７．６９－７．７８（ｍ、３Ｈ）
８．１３－８．２０（ｍ、２Ｈ）８．３７（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）８．６６（ｄ
、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３５．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
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【０６６５】
実施例１１３　（Ｓ）－１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）プロパン－２－オール
【０６６６】
【化１４５】

【０６６７】
　表題の化合物を、スキーム４に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．０４（ｄ、Ｊ＝６．３２Ｈｚ、３Ｈ）２．８３
（ｓ、１Ｈ）２．８９－２．９９（ｍ、２Ｈ）３．０７（ｍ、４Ｈ）３．４９－３．８３
（ｍ、２Ｈ）３．９７（ｄ、Ｊ＝６．５７Ｈｚ、１Ｈ）７．６９－７．７８（ｍ、３Ｈ）
８．１３－８．２０（ｍ、２Ｈ）８．３７（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）８．６６（ｄ
、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３５．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６６８】
実施例１１４　トランス－２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）シクロペンタノール
【０６６９】

【化１４６】

【０６７０】
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン（１当量、０．１９ｍｍｏｌ）をエ
チルアルコール（２ｍｌ）中に溶解し、次いで、６－オキサ－ビシクロ［３，１，０］ヘ
キサン（２当量、０．３８ｍｍｏｌ）で処理し、反応溶液を８時間８０℃に加熱した。反
応混合物を調製ＨＰＬＣで精製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）
δｐｐｍ　１．３６－１．４８（ｍ、１Ｈ）、１．４９－１．７４（ｍ、３Ｈ）、１．８
１－２．０３（ｍ、２Ｈ）、２．５２－２．６７（ｍ、３Ｈ）、２．６８－２．７８（ｍ
、２Ｈ）、３．２８－３．３７（ｍ、４Ｈ）、３．９９－４．１８（ｍ、１Ｈ）、７．３
３－７．４２（ｍ、１Ｈ）、７．４４－７．５８（ｍ、２Ｈ）、７．９８（ｄ、Ｊ＝８．
２１、１．１４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３４５（ｍ＋Ｈ）＋。
【０６７１】
実施例１１５　トランス－２－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１
－イル）シクロヘキサノール
【０６７２】
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【化１４７】

【０６７３】
　表題の化合物を、実施例１１４に記載された過程と類似の過程により調製した。１Ｈ　
ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ　１．１４－１．３３（ｍ、３Ｈ）
、１．６６－１．９４（ｍ、３Ｈ）、２．０７－２．３２（ｍ、２Ｈ）、２．４１－２．
５９（ｍ、２Ｈ）、２．７２－２．９０（ｍ、２Ｈ）、３．２５－３．４６（ｍ、５Ｈ）
、３．５８－３．７４（ｍ、１Ｈ）、７．３６－７．４３（ｍ、１Ｈ）、７．４５－７．
６４（ｍ、２Ｈ）、８．０３（ｄｄ、Ｊ＝７．８３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－Ｍ
Ｓ：ｍ／ｚ３５９（ｍ＋Ｈ）＋。
【０６７４】
実施例１１６　４－（４－シクロペンチルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリ
ン－１－オール
【０６７５】
【化１４８】

【０６７６】
　イソキノリン－１－オール（１０ｍｍｏｌｅ）を、塩化スルフロ酸（ｓｕｌｆｕｒｏｃ
ｈｌｏｒｉｄｉｃ　ａｃｉｄ）で８０℃で一晩処理した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、
ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．５０－１．６６（ｍ、６Ｈ）、１．８９－１．９７（ｍ
、２Ｈ）、２．８３－２．９２（ｍ、２Ｈ）、２．９９－３．０９（ｍ、２Ｈ）、３．４
８－３．５８（ｍ、３Ｈ）、３．８０－３．９０（ｍ、２Ｈ）、７．６５（ｔ、Ｊ＝７．
５８Ｈｚ、１Ｈ）、７．８４－７．９１（ｍ、２Ｈ）、８．１６（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ
、１Ｈ）、８．２９（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、９．３７（ｓ、１Ｈ）、１２．２
１（ｄ、Ｊ＝５．０５Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６２（ｍ＋Ｈ）＋。
【０６７７】
実施例１１７　メチル　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－カル
ボキシレート
【０６７８】

【化１４９】

【０６７９】
　メチルイソニペコタート（１．０ｇ、６．９ｍｍｏｌ）、１－ナフタレンスルホニルク
ロリド（１．５８ｇ、６．９ｍｍｏｌ）及びＤＭＡＰ（０．１７ｇ、１．４ｍｍｏｌ）を
、ピリジン（１０ｍＬ）中に溶解した。一晩攪拌した後に、反応混合物を真空中で濃縮し
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機抽出物を、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空中で濃縮した。得られた黄色い油を、ヘ
キサン／酢酸エチル（１：１）で抽出してＳｉＯ２のカラムクロマトグラフィーで精製し
て、白色フォームとして表題の化合物を１．７ｇ（７３％）得た。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δ，ｐｐｍ：１．６７－１．７７（ｍ、２Ｈ）、１．９３（
ｄｄ、Ｊ＝１３．６４、３．７９Ｈｚ、２Ｈ）、２．２５－２．３４（ｍ、１Ｈ）、２．
６８－２．７７（ｍ、２Ｈ）、３．６３（ｓ、３Ｈ）、３．７４（ｄｄｄ、Ｊ＝１２．５
１、３．６６、３．５４Ｈｚ、２Ｈ）、７．５６－７．６６（ｍ、３Ｈ）、７．９２（ｄ
、Ｊ＝９．３５Ｈｚ、１Ｈ）、８．０７（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、８．２１（ｄ
、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）、８．７１（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ
：ｍ／ｚ３３４．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６８０】
実施例１１８　２－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）
プロパン－２－オール
【０６８１】
【化１５０】

【０６８２】
　商業的に入手可能なメチルマグネシウムブロミド（０．３００ｍＬ、Ｅｔ２Ｏ中３．０
Ｍ　０．９０ｍｍｏｌ）を、攪拌中のメチル　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）
ピペリジン－４－カルボキシレート（０．１００ｇ、０．３０ｍｍｏｌ）のテトラヒドロ
フラン（５ｍＬ）溶液に滴下し、１時間攪拌し続けた。冷飽和塩化アンモニウム（３ｍＬ
）を添加して、反応混合物をクエンチした。得られた溶液を、酢酸エチル（２×３ｍＬ）
で抽出した。合わせた有機画分を、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空中で濃縮した。得
られた残渣を、ヘキサン／酢酸エチル（１：１）で抽出してＳｉＯ２のカラムクロマトグ
ラフィーで精製して、白色フォームとして表題の化合物を０．０６０ｇ（６０％）得た。
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δ，ｐｐｍ：１．０９（ｓ、６Ｈ）、
１．３２（ｑｄ、Ｊ＝１２．３８、４．０４Ｈｚ、３Ｈ）、１．７６（ｄ、Ｊ＝１２．８
８Ｈｚ、２Ｈ）、２．４７（ｔ、Ｊ＝１２．２５Ｈｚ、２Ｈ）、３．９５（ｄ、Ｊ＝１２
．１３Ｈｚ、２Ｈ）、７．５４－７．６６（ｍ、３Ｈ）、７．９２（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈ
ｚ、１Ｈ）、８．０６（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、８．２０（ｄ、Ｊ＝６．３２Ｈ
ｚ、１Ｈ）、８．７７（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３４．
３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６８３】
実施例１１９　１－（１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン－４－イル）
シクロプロパノール
【０６８４】
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【化１５１】

【０６８５】
　エチルマグネシウムブロミド（０．１１０ｍＬ、ＴＨＦ中３．０Ｍ、０．３３０ｍｍｏ
ｌ）を、０℃にて攪拌中のメチル　１－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペリジン
－４－カルボキシレート（０．１００ｇ、０．３０ｍｍｏｌ）及びメチルチタニウムトリ
イソプロポキシド（０．３００ｍＬ、ＴＨＦ中１．０Ｍ、０．３００ｍｍｏｌ）のテトラ
ヒドロフラン（３ｍＬ）溶液に滴下した。反応混合物を周囲温度で２時間を越えて温めて
、次いで水（１５ｍＬ）でクエンチした。得られたフロキュレント（ｆｌｏｃｃｕｌｅｎ
ｔ）溶液を、酢酸エチル（１５ｍＬ）で希釈して、セライトを通してろ過した。ろ液を酢
酸エチル（２×１０ｍＬ）で抽出した。合わせた有機抽出物を、無水硫酸ナトリウムで乾
燥し、真空中で濃縮した。得られた残渣を、ヘキサン／酢酸エチル（１：１）で抽出して
ＳｉＯ２のカラムクロマトグラフィーで精製して、白色フォームとして表題の化合物を０
．０３５ｇ（３５％）得た。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δ，ｐｐ
ｍ：０．３６－０．４１（ｍ、２Ｈ）、０．６７－０．７１（ｍ、２Ｈ）、０．９０－０
．９８（ｍ、１Ｈ）、１．７２（ｄｄ、Ｊ＝１３．８９、１．２６Ｈｚ、２Ｈ）、２．４
９（ｔｄ、Ｊ＝１２．５１、２．５３Ｈｚ、２Ｈ）、３．９１－４．０２（ｍ、２Ｈ）、
７．５４－７．６０（ｍ、３Ｈ）、７．９２（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、８．０６
（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）、８．２１（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）、８．７６
（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３２．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６８６】
実施例１２０　１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）
エタノン
【０６８７】
【化１５２】

【０６８８】
　１－アセチルピペラジン（０．５００ｇ、３．９ｍｍｏｌ）、１－ナフタレンスルホニ
ルクロリド（０．８８４ｇ、３．９ｍｍｏｌ）及びＤＭＡＰ（０．０９５ｇ、０．７０ｍ
ｍｏｌ）を、ピリジン（６ｍＬ）中に溶解した。一晩攪拌した後、反応混合物を真空中で
濃縮し、氷冷１．０Ｍ　ＨＣｌ（１５ｍＬ）溶液でクエンチした。得られた沈殿物をろ過
して、水でリンスした。エーテルで粉末化した後にろ過して、白色固形物として表題の化
合物１．０６ｇ（８５％）が得られた。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ
）δ，ｐｐｍ：２．００（ｓ、３Ｈ）、３．１２－３．２１（ｍ、４Ｈ）、３．４５－３
．５４（ｍ、２Ｈ）、３．５７－３．６７（ｍ、２Ｈ）、７．５６－７．６７（ｍ、３Ｈ
）、７．９４（ｄ、Ｊ＝７．５８Ｈｚ、１Ｈ）、８．１０（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ
）、８．２０（ｄ、Ｊ＝７．５８Ｈｚ、１Ｈ）、８．７３（ｄ、Ｊ＝９．０９Ｈｚ、１Ｈ
）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３１９．４（Ｍ＋Ｈ）＋。



(124) JP 5140577 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

【０６８９】
実施例１２１　１－（１－メチルシクロプロピル）－４－（ナフタレン－１－イルスルホ
ニル）ピペラジン
【０６９０】
【化１５３】

【０６９１】
　スキーム５に記載の手法にしたがって、商業的に入手可能なエチルマグネシウムブロミ
ド　１－（４－（ナフタレン－１－イルスルホニル）ピペラジン－１－イル）エタノン及
びメチルチタニウムトリイソプロポキシドから、表題の化合物を調製した。１Ｈ　ＮＭＲ
（４００ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δ，ｐｐｍ：０．２４－０．３０（ｍ、２Ｈ）、０
．３６－０．４１（ｍ、２Ｈ）、０．９８（ｓ、３Ｈ）、２．６４（ｔ、Ｊ＝４．９３Ｈ
ｚ、４Ｈ）、３．１０（ｓ、４Ｈ）、７．５３－７．５９（ｍ、３Ｈ）、７．９１（ｄ、
Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ、）８．０５（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）、８．１７（ｄ、
Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）、８．８０（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３１．４（
Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６９２】
実施例１２２　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピ
ル）ピペラジン
【０６９３】

【化１５４】

【０６９４】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２６－０．３１（ｍ、２Ｈ）、０．３８－０．
４３（ｍ、２Ｈ）、０．９６（ｓ、３Ｈ）、２．５３－２．５９（ｍ、４Ｈ）、３．０８
（ｍ、４Ｈ）、７．５３－７．５８（ｍ、１Ｈ）、７．６５－７．７３（ｍ、２Ｈ）、７
．９２－７．９７（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３１５．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６９５】
実施例１２３　１－（３－クロロ－２－メチルフェニルスルホニル）－４－（１－メチル
シクロプロピル）ピペラジン
【０６９６】
【化１５５】

【０６９７】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２７－０．３２（ｍ、２Ｈ）、０．３６－０．
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４２（ｍ、２Ｈ）、０．９８（ｓ、３Ｈ）、２．５６－２．５９（ｍ、４Ｈ）、２．５９
（ｓ、３Ｈ）、２．９３－３．０５（ｍ、４Ｈ）、７．４４（ｔ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１
Ｈ）、７．７８（ｄｄ、Ｊ＝７．９６、１．３９Ｈｚ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３
２９．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０６９８】
実施例１２４　１－（２－クロロ－６－メチルフェニルスルホニル）－４－（１－メチル
シクロプロピル）ピペラジン
【０６９９】
【化１５６】

【０７００】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２８－０．３２（ｍ、２Ｈ）、０．４１－０．
４５（ｍ、２Ｈ）、０．９６（ｓ、３Ｈ）、２．５２－２．５７（ｍ、４Ｈ）、２．６２
（ｓ、３Ｈ）、３．０６－３．１４（ｍ、４Ｈ）、７．３９（ｍ、１Ｈ）、７．４９（ｔ
、Ｊ＝７．５８Ｈｚ、１Ｈ）、７．５１－７．５４（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ
３２９．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７０１】
実施例１２５　１－（２－クロロ－４－フルオロフェニルスルホニル）－４－（１－メチ
ルシクロプロピル）ピペラジン
【０７０２】
【化１５７】

【０７０３】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．３０（ｍ、２Ｈ）、０．３８－０．４３（ｍ、
２Ｈ）、０．９７（ｓ、３Ｈ）、２．５４－２．６０（ｍ、４Ｈ）、３．０３－３．１２
（ｍ、４Ｈ）、７．４４（ｄｄｄ、Ｊ＝８．９７、７．９６、２．７８Ｈｚ、１Ｈ）、７
．７５（ｄｄ、Ｊ＝８．８４、２．５３Ｈｚ、１Ｈ）、８．００（ｄｄ、Ｊ＝８．９７、
５．９４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３３．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７０４】
実施例１２６　１－（４－ブロモ－２－クロロフェニルスルホニル）－４－（１－メチル
シクロプロピル）ピペラジン
【０７０５】
【化１５８】

【０７０６】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
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ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２７－０．３２（ｍ、２Ｈ）、０．３９－０．
４３（ｍ、２Ｈ）、０．９７（ｓ、３Ｈ）、２．５６（ｔ、Ｊ＝４．８０Ｈｚ、４Ｈ）、
３．０８（ｍ、４Ｈ）、７．７５－７．７９（ｍ、１Ｈ）、７．８２－７．８５（ｍ、１
Ｈ）、８．０２（ｄ、Ｊ＝１．７７Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３９３．２（Ｍ
＋Ｈ）＋（７９Ｂｒ）。
【０７０７】
実施例１２７　１－（１－メチルシクロプロピル）－４－（２－（トリフルオロメチル）
フェニルスルホニル）ピペラジン
【０７０８】
【化１５９】

【０７０９】
　１－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン（ＴＦＡ塩）（５０．９ｍｇ、０．２０
０ｍｍｏｌ）を、ジクロロメタン（１．０ｍＬ）中に溶解し、ＮＥｔ３（０．３ｍＬ）を
添加した。この混合物に、２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルクロリド（７３．
４ｍｇ、０．３００ｍｍｏｌ）を添加して、反応混合物を室温にて１時間攪拌した。溶媒
を真空中で蒸発させて、得られた粗混合物をＨＰＬＣ（２５～４０％アセトニトリル水溶
液（０．０５　ＴＦＡ緩衝液）で精製した。水分のみが残るまで、画分を含む生成物を真
空中で濃縮して、ＮａＨＣＯ３（飽和水溶液２０ｍＬ）で塩基性化し、ジクロロメタン（
３×７ｍＬ）で抽出した。合わせた有機抽出物を乾燥し（ＭｇＳＯ４）、ろ過して、真空
中で濃縮して、白色固形物として表題の化合物を得た（５６．６ｍｇ、８１％）。１Ｈ　
ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２８－０．３２（ｍ、２Ｈ）、
０．３９－０．４４（ｍ、２Ｈ）、０．９８（ｓ、３Ｈ）、２．５９（ｔ、Ｊ＝４．８０
Ｈｚ、４Ｈ）、３．０８（ｍ、４Ｈ）、７．８４－７．９３（ｍ、２Ｈ）、７．９９－８
．０４（ｍ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３４９．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７１０】
実施例１２８　３－クロロ－４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－
イルスルホニル）ベンゾニトリル
【０７１１】
【化１６０】

【０７１２】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２７－０．３２（ｍ、２Ｈ）、０．３９－０．
４３（ｍ、２Ｈ）、０．９７（ｓ、３Ｈ）、２．５４－２．５９（ｍ、４Ｈ）、３．０９
－３．１７（ｍ、４Ｈ）、８．０２（ｄｄ、Ｊ＝８．３２、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）、８．
０７（ｄ、Ｊ＝８．３２Ｈｚ、１Ｈ）、８．３３（ｄ、Ｊ＝１．５２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳ
Ｉ－ＭＳ：ｍ／ｚ３４０．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７１３】
実施例１２９　１－（４－ブロモ－２－メチルフェニルスルホニル）－４－（１－メチル
シクロプロピル）ピペラジン
【０７１４】
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【化１６１】

【０７１５】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２５－０．３１（ｍ、２Ｈ）、０．３６－０．
４２（ｍ、２Ｈ）、０．９７（ｓ、３Ｈ）、２．５３（ｓ、３Ｈ）、２．５７（ｔ、Ｊ＝
４．９３Ｈｚ、４Ｈ）、２．８８－３．０１（ｍ、４Ｈ）、７．６３（ｄｄ、Ｊ＝８．６
０、２．０２Ｈｚ、１Ｈ）、７．６６（ｄ、Ｊ＝８．６０Ｈｚ、１Ｈ）、７．７３（ｄ、
Ｊ＝２．０２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７３．２（Ｍ＋Ｈ）＋（７９Ｂｒ）
。
【０７１６】
実施例１３０　１－（４－ブロモ－２－（トリフルオロメチル）フェニルスルホニル）－
４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン
【０７１７】

【化１６２】

【０７１８】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２８－０．３３（ｍ、２Ｈ）、０．３８－０．
４３（ｍ、２Ｈ）、０．９８（ｓ、３Ｈ）、２．５９（ｔ、Ｊ＝４．８０Ｈｚ、４Ｈ）、
３．０８（ｍ、４Ｈ）、７．９２（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、８．１２（ｄｄ、Ｊ
＝８．５９、２．０２Ｈｚ、１Ｈ）、８．１８（ｄ、Ｊ＝１．７７Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ
－ＭＳ：ｍ／ｚ４２７．２（Ｍ＋Ｈ）＋（７９Ｂｒ）。
【０７１９】
実施例１３１　１－（ベンゾ［ｂ］チオフェン－３－イルスルホニル）－４－（１－メチ
ルシクロプロピル）ピペラジン
【０７２０】
【化１６３】

【０７２１】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２１－０．２５（ｍ、２Ｈ）、０．３０－０．
３６（ｍ、２Ｈ）、０．９３（ｓ、３Ｈ）、２．５６（ｔ、Ｊ＝４．８０Ｈｚ、４Ｈ）、
２．９３（ｍ、４Ｈ）、７．４８－７．５６（ｍ、２Ｈ）、８．１３－８．１８（ｍ、２
Ｈ）、８．５６（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３７．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７２２】
実施例１３２　５－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）イソキノリン
【０７２３】
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【０７２４】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．５０－０．７４（ｍ、２Ｈ）、０．７５－１．
０３（ｍ、２Ｈ）、１．２２（ｓ、３Ｈ）、２．５７－２．９４（ｍ、２Ｈ）、２．９９
－３．４９（ｍ、４Ｈ）、３．５２－４．１９（ｍ、２Ｈ）、７．９３（ｔ、Ｊ＝７．８
３Ｈｚ、１Ｈ）、８．４０（ｄ、Ｊ＝７．３３Ｈｚ、１Ｈ）、８．４９（ｄ、Ｊ＝６．３
２Ｈｚ、１Ｈ）、８．５７（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）、８．７２（ｄ、Ｊ＝５．８
１Ｈｚ、１Ｈ）、９．５４（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３２．３（Ｍ＋Ｈ）＋

。
【０７２５】
実施例１３３　１－（シクロプロピルスルホニル）－４－（１－メチルシクロプロピル）
ピペラジン
【０７２６】

【化１６５】

【０７２７】
　凍結乾燥によりＴＦＡ塩として所望の生成物を得たこと以外は、表題の化合物を、スキ
ーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６
）δｐｐｍ　０．５４－０．８３（ｍ、２Ｈ）、０．８７－１．１１（ｍ、６Ｈ）、１．
２６（ｂｒ　ｓ、３Ｈ）、２．６４－２．７７（ｍ、１Ｈ）、２．９１－３．３５（ｍ、
９Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ２４５．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７２８】
実施例１３４　４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）ベンゾニトリル
【０７２９】
【化１６６】

【０７３０】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２５－０．３０（ｍ、２Ｈ）、０．３１－０．
３６（ｍ、２Ｈ）、０．９６（ｓ、３Ｈ）、２．５８（ｔ、Ｊ＝４．９３Ｈｚ、４Ｈ）、
２．８４（ｍ、４Ｈ）、７．８８（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、２Ｈ）、８．１２（ｄ、Ｊ＝
８．０８Ｈｚ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３０６．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７３１】
実施例１３５　１－（４－イソプロポキシフェニルスルホニル）－４－（１－メチルシク
ロプロピル）ピペラジン
【０７３２】
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【化１６７】

【０７３３】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２４－０．３０（ｍ、２Ｈ）、０．３２－０．
３７（ｍ、２Ｈ）、０．９７（ｓ、３Ｈ）、１．２８（ｄ、Ｊ＝５．５６Ｈｚ、６Ｈ）、
２．５８（ｔ、Ｊ＝４．８０Ｈｚ、４Ｈ）、２．６５－２．８５（ｍ、４Ｈ）、４．６７
－４．７９（ｈｅｐｔ、Ｊ＝６．０１Ｈｚ、１Ｈ）、７．１０（ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、
２Ｈ）、７．５９（ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３３９．４（
Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７３４】
実施例１３６　１－（４－（ジフルオロメトキシ）フェニルスルホニル）－４－（１－メ
チルシクロプロピル）ピペラジン
【０７３５】

【化１６８】

【０７３６】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２５－０．３０（ｍ、２Ｈ）、０．３１－０．
３７（ｍ、２Ｈ）、０．９７（ｓ、３Ｈ）、２．５８（ｔ、Ｊ＝４．８０Ｈｚ、４Ｈ）、
２．７９（ｍ、４Ｈ）、７．４０（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、２Ｈ）、７．４１（ｔ、ＪＨ

－Ｆ＝７３．１Ｈｚ、１Ｈ）、７．７７（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、２Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ
：ｍ／ｚ３４７．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７３７】
実施例１３７　１－（３－（ジフルオロメトキシ）フェニルスルホニル）－４－（１－メ
チルシクロプロピル）ピペラジン
【０７３８】
【化１６９】

【０７３９】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２５－０．３０（ｍ、２Ｈ）、０．３１－０．
３８（ｍ、２Ｈ）、０．９６（ｓ、３Ｈ）、２．５８（ｔ、Ｊ＝４．８０Ｈｚ、４Ｈ）、
２．８３（ｍ、４Ｈ）、７．１９－７．３９（ｍ、１Ｈ）、７．３８（ｔ、ＪＨ－Ｆ＝７
３．２Ｈｚ、１Ｈ）、７．４３（ｍ、１Ｈ）、７．５４（ｄｄ、Ｊ＝８．０８、２．５３
Ｈｚ、１Ｈ）、７．５６－７．６０（ｍ、１Ｈ）、７．７１（ｔ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１
Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３４７．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７４０】
実施例１３８　１－（１－メチルシクロプロピル）－４－（パーフルオロフェニルスルホ
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ニル）ピペラジン
【０７４１】
【化１７０】

　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２９－０．３５（ｍ、２Ｈ）、０．３５－０．
４２（ｍ、２Ｈ）、１．００（ｓ、３Ｈ）、２．６５（ｔ、Ｊ＝４．９３Ｈｚ、４Ｈ）、
３．０７（ｍ、４Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７１．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７４２】
実施例１３９　（１－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）
シクロブチル）メタノール
【０７４３】
【化１７１】

【０７４４】
　Ｔｅｒｔ－ブチル　ピペラジン－１－カルボキシレート（０．５０ｇ、２．７ｍｍｏｌ
）及びエチル　１－ブロモシクロブタンカルボキシレート（０．５２ｍｌ、３．２ｍｍｏ
ｌ）を、ＤＭＦ（５ｍｌ）中に溶解した。炭酸カリウムを添加して、混合物を８５℃に２
４時間加熱した。混合物をブラインで希釈して、次いで、ＥｔＯＡｃで２回抽出した。合
わせた有機層をブラインで１回洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、ろ過して濃縮した。粗生成
物をカラムクロマトグラフィーで精製して（ＳｉＯ２、グラジエント、４５～５５％　Ｅ
ｔＯＡｃ／ヘキサン）、無色の油として、ｔｅｒｔ－ブチル　４－（１－（エトキシカル
ボニル）シクロブチル）ピペラジン－１－カルボキシレート（２２３ｍｇ、２７％）を得
た。
【０７４５】
　エチル　１－（ピペラジン－１－イル）シクロブタンカルボキシレート（２２０ｍｇ、
０．７１ｍｍｏｌ）を、ＣＨ２Ｃｌ２（４ｍｌ）中に溶解し、ＴＦＡ（１ｍｌ）を室温で
添加した。混合物を３時間攪拌した。全ての揮発性物質を真空中で除去した。残渣をトル
エン中に再懸濁して、再濃縮した。真空中で乾燥した後、エチル　１－（ピペラジン－１
－イル）シクロブタンカルボキシレート、トリフルオロ酢酸塩を、オレンジ色の油として
得て、次の反応の前にさらに精製しなかった。
【０７４６】
　エチル　１－（ピペラジン－１－イル）シクロブタンカルボキシレート（０．７１ｍｍ
ｏｌ）を、ＣＨ２Ｃｌ２（５ｍｌ）中に溶解した。トリエチルアミン（０．３０ｍｌ、２
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．１ｍｍｏｌ）、次いで２－クロロベンゼンスルホニルクロリド（０．１１ｍｌ、０．７
９ｍｍｏｌ）を、室温で添加した。オレンジ色の溶液を、室温で６時間攪拌して、次いで
飽和ＮａＨＣＯ３溶液を添加した。混合物をＥｔＯＡｃで２回抽出した。合わせた有機層
をブラインで１回洗浄して、ＭｇＳＯ４で乾燥して、ろ過して濃縮した。粗生成物をカラ
ムクロマトグラフィーで精製して（ＳｉＯ２、グラジエント５～１０％　Ｅｔ２Ｏ／ＣＨ

２Ｃｌ２）、無色の油として、エチル　１－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピ
ペラジン－１－イル）シクロブタンカルボキシレートを得た。
【０７４７】
　エチル　１－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シクロ
ブタンカルボキシレートを、ＴＨＦ（１ｍｌ）中に溶解した。水素化リチウムアルミニウ
ム（０．５ｍｌ、ＴＨＦ中１．０Ｍ）を０℃にて添加した。反応混合物を０℃にて４５分
間攪拌した。０℃にてＨ２Ｏを注意深く添加して、クエンチした。混合物をさらに３０分
間攪拌して、その後１Ｎ　ＮａＯＨ及び等量のブラインを添加した。混合物をＥｔＯＡｃ
で３回抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、ろ過して真空中で濃縮した。粗
生成物をカラムクロマトグラフィーで精製して（ＳｉＯ２、７％ＭｅＯＨ／ＣＨ２Ｃｌ２

）、白色固形物として、表題の化合物を得た（２０ｍｇ、３ステップで、８％）。１Ｈ　
ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ：１．３８－１．４８（ｍ、１Ｈ）
、１．６７－１．７８（ｍ、１Ｈ）、１．８０－１．８９（ｍ、１Ｈ）、１．９１－２．
００（ｍ、１Ｈ）、２．３４－２．５１（ｍ、４Ｈ）、２．５６－２．６８（ｍ、２Ｈ）
、２．６４（ｂｓ、１Ｈ）、３．２８－３．３１（ｍ、４Ｈ）、３．５７（ｄｄｄ、Ｊ＝
１６．８、１０．９、５．９Ｈｚ、２Ｈ）、７．３６－７．４１（ｍ、１Ｈ）、７．４５
－７．５３（ｍ、２Ｈ）、８．０１（ｄｄ、Ｊ＝７．８、１．５Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－
ＭＳ：ｍ／ｚ３４５．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７４８】
実施例１４０　エチル　１－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－
イル）シクロプロパンカルボキシレート
【０７４９】
【化１７２】

【０７５０】
　１－アミノシクロプロパン－１－カルボン酸エチルエステル（４４０ｍｇ、２．６ｍｍ
ｏｌ）を、ジイソプロピルエチルアミン（２ｍｌ）中に懸濁した。Ｔｅｒｔ－ブチル　ビ
ス（２－クロロエチル）カルバメート（６１０ｍｇ、２．５ｍｍｏｌ、Ｅｖａｎｓ　ｅｔ
　ａｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．１９９２，３５，３９１９にしたがって調製した）を、
室温で添加した。懸濁物を室温で１０分間攪拌して、次いで１００℃で１８時間加熱した
。得られた二相性混合物を室温まで冷却した。ブラインを添加して、混合物をＥｔＯＡｃ
で３回抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、ろ過して真空中で濃縮した。粗
生成物をカラムクロマトグラフィーで精製して（ＳｉＯ２、２０％　ＥｔＯＡｃ／ヘキサ
ン）、無色の油として、ｔｅｒｔ－ブチル　４－（１－（エトキシカルボニル）シクロプ
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ロピル）ピペラジン－１－カルボキシレート（６０ｍｇ、２ステップで８％）を得た。１

Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ：０．９１（ｍ、２Ｈ）、１．
２２（ｔ、Ｊ＝７．２Ｈｚ、３Ｈ）、１．２５（ｍ、２Ｈ）、１．４３（ｓ、９Ｈ）、２
．８７（ｂｓ、４Ｈ）、３．２７（ｂｓ、４Ｈ）、４．０９（ｑ、Ｊ＝７．２Ｈｚ、２Ｈ
）；１３Ｃ　ＮＭＲ（１００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ１４．３、１９．０、
２８．４、４５．７、４９．０、６０．２、７９．４、１５４．８、１７４．０；ＥＳＩ
－ＭＳ：ｍ／ｚ２９９．４（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７５１】
　Ｔｅｒｔ－ブチル　４－（１－（エトキシカルボニル）シクロプロピル）ピペラジン－
１－カルボキシレート（６０ｍｇ、０．２０ｍｍｏｌ）を、ＣＨ２Ｃｌ２（２ｍｌ）中に
溶解し、ＴＦＡ（１ｍｌ）を室温で添加した。混合物を２時間攪拌した。全ての揮発性物
質を真空中で除去した。残渣をトルエンに再懸濁して、再濃縮した。真空中で乾燥した後
、エチル　１－（ピペラジン－１－イル）シクロプロパンカルボキシレート、トリフルオ
ロ酢酸塩を無色の油として得て、次の反応の前にさらに精製しなかった。
【０７５２】
　エチル　１－（ピペラジン－１－イル）シクロブタンカルボキシレート（０．２０ｍｍ
ｏｌ）を、ＣＨ２Ｃｌ２（１ｍｌ）中に溶解した。トリエチルアミン（０．３０ｍｌ、２
．２ｍｍｏｌ）、次いで、２－クロロベンゼンスルホニルクロリド（６４ｍｇ、０．３０
ｍｍｏｌ）を室温で添加した。オレンジ色の溶液を室温で１８時間攪拌し、次いで飽和Ｎ
ａＨＣＯ３溶液を添加した。混合物をＥｔＯＡｃで２回抽出した。合わせた有機層をブラ
インで１回洗浄して、ＭｇＳＯ４で乾燥し、ろ過して真空中で濃縮した。粗生成物をカラ
ムクロマトグラフィーで精製して（ＳｉＯ２、２５％　ＥｔＯＡｃ／ヘキサン）、白色固
形物として、エチル　１－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イ
ル）シクロプロパンカルボキシレート（４７ｍｇ、２ステップで６３％）を得た。１Ｈ　
ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ：０．８５（ｍ、２Ｈ）、１．２３
（ｔ、Ｊ＝７．５Ｈｚ、３Ｈ）、１．２３（ｍ、２Ｈ）、２．９８（ｂｓ、４Ｈ）、３．
１４（ｂｓ、４Ｈ）、４．０９（ｑ、Ｊ＝７．２Ｈｚ、２Ｈ）、７．３７（ｔ、Ｊ＝７．
３Ｈｚ、１Ｈ）、７．４２－７．５３（ｍ、２Ｈ）、８．００（ｄ、Ｊ＝７．８Ｈｚ、１
Ｈ）、１３Ｃ　ＮＭＲ（１００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ１４．３、１９．１
、４５．７、４６．７、４８．８、６０．５、１２６．９、１３２．１、１３２．２、１
３２．３、１３３．６、１３６．０、１７３．８；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７３．３（Ｍ
＋Ｈ）＋。
【０７５３】
　エチル　１－（４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル）シクロ
ブタンカルボキシレート（４７ｍｇ、０．１３ｍｍｏｌ）を、ＴＨＦ（３ｍｌ）中に溶解
した。水素化リチウムアルミニウム（０．３２ｍｌ、ＴＨＦ中１．０Ｍ）を０℃にて添加
した。反応混合物を４５分間０℃にて攪拌した。０℃でＥｔＯＡｃを注意深く添加してク
エンチした。混合物をさらに３０分間攪拌して、１Ｎ　ＮａＯＨ及び等量のブラインを添
加した。混合物をＥｔＯＡｃで３回抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、ろ
過して真空中で濃縮した。粗生成物をカラムクロマトグラフィーで精製して（ＳｉＯ２、
７０％ＥｔＯＡｃ／ヘキサン）、無色の油として、表題の化合物を得た（２０ｍｇ、３ス
テップで８％）。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ０．５１－
０．５４（ｍ、２Ｈ）、０．６０－０．６３（ｍ、２Ｈ）、１．７４（ｂｓ、１Ｈ）、２
．８０－２．８４（ｍ、４Ｈ）、３．１７－３．２４（ｍ、４Ｈ）、３．５６（ｓ、２Ｈ
）、７．３８（ｔｄ、Ｊ＝７．４、１．６Ｈｚ、１Ｈ）、７．４５－７．５２（ｍ、２Ｈ
）、８．００（ｄｄ、Ｊ＝７．７、１．６Ｈｚ、１Ｈ）；１３Ｃ　ＮＭＲ（１００ＭＨｚ
、クロロホルム－Ｄ）δｐｐｍ１２．２、４６．５、４６．６、４９．７、６４．７、１
２７．０、１３２．１、１３２．３、１３２．４、１３３．６、１３５．９；ＥＳＩ－Ｍ
Ｓ：ｍ／ｚ３３１．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７５４】
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実施例１４１　４－（２－クロロフェニルスルホニル）－１－シクロペンチルピペリジン
【０７５５】
【化１７３】

【０７５６】
　ステップＡ：Ｔｅｒｔ－ブチル　４－（２－クロロフェニルチオ）ピペリジン－１－カ
ルボキシレート
【０７５７】
【化１７４】

【０７５８】
　Ｔｅｒｔ－ブチル　４－（メチルスルホニルオキシ）ピペリジン－１－カルボキシレー
ト（２．００ｇ、７．１６ｍｍｏｌ、Ｂｌｕｒｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，ＷＯ　００／４３
３６２にしたがって調製した）、２－クロロベンゼンチオール（０．８９８ｍｌ、７．８
８ｍｍｏｌ）、及び炭酸カリウム（１．５８ｇ、１１．５ｍｍｏｌ）を、アセトニトリル
（１５ｍｌ）中で一緒に攪拌した。反応物を７５℃に加熱して、その温度で１５時間攪拌
した。室温まで冷却した後に、ブラインを添加して、混合物をＥｔＯＡｃで３回抽出した
。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、ろ過して真空中で濃縮した。
【０７５９】
ステップＢ：Ｔｅｒｔ－ブチル　４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－１
－カルボキシレート
【０７６０】

【化１７５】

【０７６１】
　３－クロロパーオキシ安息香酸（７０～７５％、１．９４ｇ、７．８８ｍｍｏｌ）を、
ステップＡのｔｅｒｔ－ブチル　４－（２－クロロフェニルチオ）ピペリジン－１－カル
ボキシレート（７．６１ｍｍｏｌ）のジクロロメタン（３０ｍｌ）溶液に０℃にて添加し
た。混合物を０℃にて２時間攪拌した。さらに３－クロロペオキシ安息香酸（２．１９ｇ
、８．８５ｍｍｏｌ）を室温で添加して、混合物をさらに２時間攪拌した。飽和ＮａＨＣ
Ｏ３溶液を添加して、混合物をＥｔＯＡｃで３回抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４

で乾燥し、ろ過して真空中で濃縮した。粗生成物をカラムクロマトグラフィーで精製して
（ＳｉＯ２、３０％　ＥｔＯＡｃ／ヘキサン）、所望の中間体を得た（１．２８ｇ、２ス
テップで７５％）。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ１．４３（ｍ、９Ｈ）
１．７７（ｔｄ、Ｊ＝１２．１、４．３Ｈｚ、２Ｈ）１．８３（ｂｓ、２Ｈ）２．７１（
ｂｓ、２Ｈ）３．５９－３．６９（ｍ、１Ｈ）４．２３（ｂｓ、２Ｈ）７．４３－７．５
１（ｍ、１Ｈ）７．５２－７．６１（ｍ、２Ｈ）８．０７（ｄ、Ｊ＝７．３Ｈｚ、１Ｈ）
；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３８２．２（Ｍ＋Ｎａ）＋。
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【０７６２】
ステップＣ：４－（２－クロロフェニルスルホニル）－１－シクロペンチルピペリジン
【０７６３】
【化１７６】

【０７６４】
　ステップＢのＴｅｒｔ－ブチル　４－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－
１－カルボキシレート（１．２３ｇ、３．４２ｍｍｏｌ）を、ジクロロメタン（１５ｍｌ
）中に溶解した。ＴＦＡ（５ｍｌ）を室温で添加した後、混合物を室温で２時間攪拌した
。次いで混合物を乾燥するまで濃縮し、トルエンに再溶解し、乾燥するまで再濃縮した。
残渣をＥｔ２Ｏで粉末化して、保護されていない生成物を白色固形物として得た。このＴ
ＦＡ塩生成物（１１０ｍｇ、０．２９３ｍｍｏｌ）を、アセトニトリル（３ｍｌ）中に溶
解した。炭酸カリウム（２４３ｍｇ、１．７６ｍｍｏｌ）、次いでシクロペンチルブロミ
ド（０．０４７ｍｌ、０．４４ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を７０℃にて１８時間加熱
した。ブラインを添加して、混合物をＥｔＯＡｃで３回抽出した。合わせた有機層をＭｇ
ＳＯ４で乾燥し、ろ過して真空中で濃縮した。粗生成物をカラムクロマトグラフィーで精
製して（ＳｉＯ２、５％　ＭｅＯＨ／ＣＨ２Ｃｌ２）、所望の表題の化合物を得た（５６
ｍｇ、５８％）。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δｐｐｍ　１．３４－１．
４４（ｍ、２Ｈ）１．４６－１．５６（ｍ、２Ｈ）１．６０－１．７１（ｍ、２Ｈ）１．
７８－１．８５（ｍ、２Ｈ）１．８７－２．０２（ｍ、６Ｈ）２．４７－２．５７（ｍ、
１Ｈ）３．１２－３．１４（ｍ、２Ｈ）３．４２－３．５２（ｍ、１Ｈ）７．４５（ｄｄ
ｄ、Ｊ＝８．０、６．１、２．３Ｈｚ、１Ｈ）７．５１－７．５８（ｍ、２Ｈ）８．０７
（ｄ、Ｊ＝７．６Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３２８．３（Ｍ＋Ｎａ）＋。
【０７６５】
実施例１４２　（Ｒ）－４－（３－メチル－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジ
ン－１－イルスルホニル）イソキノリン－１－オール
【０７６６】
【化１７７】

【０７６７】
　商業的に入手可能な（Ｒ）－ｔｅｒｔ－ブチル　３－メチルピペラジン－１－カルボキ
シレートから出発して、表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．５８－０．７０（ｍ、１
Ｈ）０．７１－０．８９（ｍ、２Ｈ）１．０５－１．１８（ｍ、１Ｈ）１．２０－１．３
０（ｍ、６Ｈ）２．５３－２．６６（ｍ、１Ｈ）２．７６－２．９１（ｍ、１Ｈ）３．２
４－３．３８（ｍ、２Ｈ）３．７５－３．９２（ｍ、３Ｈ）７．６４（ｔ、Ｊ＝７．０７
Ｈｚ、１Ｈ）７．８６（ｔｄ、Ｊ＝７．８３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）７．８９（ｄ、Ｊ＝
６．５７Ｈｚ、１Ｈ）８．１８（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）８．２８（ｄｄ、Ｊ＝８
．０８、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）８．８６（ｂｒ　ｓ、１Ｈ）１２．１９（ｄ、Ｊ＝７．０
７Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６２．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
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【０７６８】
実施例１４３　（Ｓ）－４－（３－メチル－４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジ
ン－１－イルスルホニル）イソキノリン－１－オール
【０７６９】
【化１７８】

【０７７０】
　商業的に入手可能な（Ｓ）－ｔｅｒｔ－ブチル　３－メチルピペラジン－１－カルボキ
シレートから出発して、表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．５８－０．７０（ｍ、１
Ｈ）０．７１－０．８９（ｍ、２Ｈ）１．０５－１．１８（ｍ、１Ｈ）１．２０－１．３
０（ｍ、６Ｈ）２．５３－２．６６（ｍ、１Ｈ）２．７６－２．９１（ｍ、１Ｈ）３．２
４－３．３８（ｍ、２Ｈ）３．７５－３．９２（ｍ、３Ｈ）７．６４（ｔ、Ｊ＝７．０７
Ｈｚ、１Ｈ）７．８６（ｔｄ、Ｊ＝７．８３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）７．８９（ｄ、Ｊ＝
６．５７Ｈｚ、１Ｈ）８．１８（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）８．２８（ｄｄ、Ｊ＝８
．０８、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）８．８７（ｂｒ　ｓ、１Ｈ）１２．１８（ｄ、Ｊ＝７．０
７Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３６２．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７７１】
実施例１４４　４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）イソキノリン－１－オール
【０７７２】
【化１７９】

【０７７３】
　表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．４６－０．７５（ｍ、２Ｈ）０．７６－１．０
９（ｍ、２Ｈ）１．０９－１．３１（ｍ、３Ｈ）２．７２－３．９０（ｍ、８Ｈ）７．６
４（ｔ、Ｊ＝７．４５Ｈｚ、１Ｈ）７．８２－７．９１（ｍ、２Ｈ）８．１８（ｄ、Ｊ＝
８．３４Ｈｚ、１Ｈ）８．２８（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）９．２５（ｓ、１Ｈ）１
２．１９（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３４８．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７７４】
実施例１４５　（Ｒ）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）－２－メチル－１－（１
－メチルシクロプロピル）ピペラジン
【０７７５】

【化１８０】
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【０７７６】
　商業的に入手可能な（Ｒ）－ｔｅｒｔ－ブチル　３－メチルピペラジン－１－カルボキ
シレートから出発して、表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．３９－０．９５（ｍ、３
Ｈ）０．９９－１．４８（ｍ、７Ｈ）２．５６－３．０１（ｍ、２Ｈ）３．０９－３．６
６（ｍ、３Ｈ）３．６９－３．９４（ｍ、２Ｈ）７．５７－７．６４（ｍ、１Ｈ）７．６
９－７．７６（ｍ、２Ｈ）７．９８（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）９．１２（ｂｒ　ｓ
、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３２９．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７７７】
実施例１４６　（Ｒ）－４－（２－クロロフェニルスルホニル）－２－メチル－１－（１
－メチルシクロプロピル）ピペラジン
【０７７８】
【化１８１】

【０７７９】
　商業的に入手可能な（Ｓ）－ｔｅｒｔ－ブチル　３－メチルピペラジン－１－カルボキ
シレートから出発して、表題の化合物を、スキーム５に記載されたようにして調製した。
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．３９－０．９５（ｍ、３
Ｈ）０．９９－１．４８（ｍ、７Ｈ）２．５６－３．０１（ｍ、２Ｈ）３．０９－３．６
６（ｍ、３Ｈ）３．６９－３．９４（ｍ、２Ｈ）７．５７－７．６４（ｍ、１Ｈ）７．６
９－７．７６（ｍ、２Ｈ）７．９８（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）９．１４（ｂｒ　ｓ
、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３２９．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７８０】
実施例１４７　（Ｒ）－１－（２－クロロフェニルスルホニル）－２－メチル－４－（１
－メチルシクロプロピル）ピペラジン
【０７８１】

【化１８２】

【０７８２】
　表題の化合物を、スキーム１０に記載されたようにしてＴＦＡ塩として調製した。１Ｈ
　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２４－１．３３（ｍ、１０Ｈ
）２．５－４．１３（ｍ、７Ｈ）７．５６（ｔ、Ｊ＝７．５８Ｈｚ、１Ｈ）７．６３－７
．７５（ｍ、２Ｈ）８．０４（ｄ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）８．８４（ｂｒ　ｓ、１Ｈ
）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３２９．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７８３】
実施例１４８　１’－（２－クロロフェニルスルホニル）スピロ［ベンゾ［ｄ］［１，３
］ジオキソール－２，４’－ピペリジン］
【０７８４】



(137) JP 5140577 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

【化１８３】

【０７８５】
　１－（２－クロロフェニルスルホニル）ピペリジン－４－オン（１３７ｍｇ、０．５０
０ｍｍｏｌ、スキーム１に記載されたようにして調製した）及びカテコール（５５．６ｍ
ｇ、０．５００ｍｍｏｌ）をトルエン（３ｍＬ）に溶解し、ｐＴＳＡ（２ｍｇ）を添加し
た。反応混合物をＤｅａｎ－Ｓｔａｒｋ装置で１０時間加熱還流し、真空中で濃縮した。
粗生成物をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー（２５ｇ　ＳｉＯ２、ヘキサ
ン－酢酸エチル（２：１）、３００ｍＬ）で精製して、白色固形物として、表題の化合物
を得た（１３５．２ｍｇ、７４％）。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δ
ｐｐｍ　２．００－２．０５（ｍ、４Ｈ）３．３７－３．４４（ｍ、４Ｈ）６．７８－６
．８９（ｍ、４Ｈ）７．５９（ｄｄｄ、Ｊ＝８．２７、６．６３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）
７．７１（ｔｄ、Ｊ＝７．５８、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）７．７５（ｄｄ、Ｊ＝８．０８、
１．５２Ｈｚ、１Ｈ）８．０２（ｄｄ、Ｊ＝７．８３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－
ＭＳ：ｍ／ｚ３６６．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７８６】
実施例１４９　２－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）ベンゾニトリル
【０７８７】

【化１８４】

【０７８８】
　表題の化合物を、スキーム３に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２９－１．２９（ｍ、７Ｈ）２．５９－３．９
０（ｍ、８Ｈ）７．８９－８．０５（ｍ、３Ｈ）８．２０（ｄ、Ｊ＝６．８２Ｈｚ、１Ｈ
）８．９８（ｓ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３０６．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７８９】
実施例１５０　４－ベンジル－７－（２－クロロフェニルスルホニル）－４，７－ジアザ
スピロ［２．５］オクタン
【０７９０】
【化１８５】

【０７９１】
　表題の化合物を、スキーム１１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４０
０ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．４８－０．５５（ｍ、２Ｈ）０．５７－０．
６５（ｍ、２Ｈ）２．７１－２．７７（ｍ、２Ｈ）３．１２（ｓ、２Ｈ）３．２４－３．
２８（ｍ、２Ｈ）３．７５（ｓ、２Ｈ）７．１７－７．２８（ｍ、５Ｈ）７．５６（ｄｄ
ｄ、Ｊ＝７．８９、７．１４、１．６４Ｈｚ、１Ｈ）７．６８（ｔｄ、Ｊ＝７．５８、１
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．５２Ｈｚ、１Ｈ）７．７２（ｄｄ、Ｊ＝８．０８、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）７．９７（ｄ
ｄ、Ｊ＝７．８３、１．５２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３７７．３（Ｍ＋Ｈ）
＋。
【０７９２】
実施例１５１　１－（４－フルオロナフタレン－１－イルスルホニル）－４－（１－メチ
ルシクロプロピル）ピペラジン
【０７９３】
【化１８６】

【０７９４】
　表題の化合物を、スキーム３に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２２－０．２８（ｍ、２Ｈ）０．２９－０．３
４（ｍ、２Ｈ）０．９１（ｓ、３Ｈ）２．５３（ｔ、Ｊ＝４．９３Ｈｚ、４Ｈ）２．９１
－３．０３（ｍ、４Ｈ）７．５３（ｄｄ、Ｊ＝１０．１１、８．３４Ｈｚ、１Ｈ）７．７
７－７．８１（ｍ、１Ｈ）７．８５（ｄｄｄ、Ｊ＝８．５３、７．０１、１．３９Ｈｚ、
１Ｈ）８．１５（ｄｄ、Ｊ＝８．３４、５．３１Ｈｚ、１Ｈ）８．２１（ｄ、Ｊ＝８．３
４Ｈｚ、１Ｈ）８．７０（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３４９
．３（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７９５】
実施例１５２　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－（トリフルオロメチル）ピ
ペリジン
【０７９６】

【化１８７】

【０７９７】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１．３８（ａｐｐ　ｑｄ、Ｊ＝１２．５９、４．６
７Ｈｚ、２Ｈ）１．８６（ｄ、Ｊ＝１３．１４Ｈｚ、２Ｈ）２．５０－２．６０（ｍ、１
Ｈ）２．７８（ａｐｐ　ｔ、Ｊ＝１２．６３Ｈｚ、２Ｈ）３．７９（ｄ、Ｊ＝１３．１４
Ｈｚ、２Ｈ）７．５４－７．６０（ｍ、１Ｈ）７．６５－７．７３（ｍ、２Ｈ）７．９６
－８．０２（ｍ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３２８．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０７９８】
実施例１５３　１－（２－クロロフェニルスルホニル）－４－シクロプロピルピペラジン
【０７９９】
【化１８８】

【０８００】
　表題の化合物を、スキーム２（ステップＢ）に記載されたようにして調製した。１Ｈ　
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ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　０．２３－０．２７（ｍ、２Ｈ）０
．３６－０．４１（ｍ、２Ｈ）１．５９－１．６６（ｍ、１Ｈ）２．５２－２．５７（ｍ
、４Ｈ）３．０７－３．１３（ｍ、４Ｈ）７．５６（ｄｄｄ、Ｊ＝７．７７、６．８８、
２．０２Ｈｚ、１Ｈ）７．６５－７．７２（ｍ、２Ｈ）７．９４（ｄｄ、Ｊ＝７．８３、
１．５２Ｈｚ、１Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ３０１．２（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０８０１】
実施例１５４　（Ｓ）－Ｎ－シクロペンチル－１－（キノリン－８－イルスルホニル）ピ
ロリジン－３－アミン
【０８０２】
【化１８９】

【０８０３】
　表題の化合物を、スキーム７に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＭｅＯＤ）δｐｐｍ　１．０３－１．２４（ｍ、２Ｈ）１．３４－１．５３（ｍ
、２Ｈ）１．５３－１．８２（ｍ、５Ｈ）１．９６－２．１２（ｍ、１Ｈ）２．８１－３
．００（ｍ、１Ｈ）３．０６－３．２２（ｍ、２Ｈ）３．３９－３．５３（ｍ、１Ｈ）３
．７８－３．９０（ｍ、１Ｈ）３．９６－４．０７（ｍ、１Ｈ）４．８２（ｂｒ　ｓ、１
Ｈ）７．６１（ｄｄ、Ｊ＝８．４８、４．３３Ｈｚ、１Ｈ）７．６８（ｄｄ、１Ｈ）８．
１６（ｄｄ、Ｊ＝８．１０、１．３２Ｈｚ、１Ｈ）８．４２（ｄｄｄ、Ｊ＝１５．２６、
７．９１、１．７０Ｈｚ、２Ｈ）９．０５（ｄｄ、Ｊ＝４．１４、１．８８Ｈｚ、１Ｈ）
。
【０８０４】
実施例１５５　（Ｓ）－８－（３－（アゼチジン－１－イル）ピロリジン－１－イルスル
ホニル）キノリン
【０８０５】

【化１９０】

【０８０６】
　表題の化合物を、スキーム７に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　１．５３－１．６４（ｍ、１Ｈ）１．６９－１．
８３（ｍ、１Ｈ）１．８８－１．９９（ｍ、２Ｈ）２．８４（ｄｑ、Ｊ＝５．６５、５．
４０Ｈｚ、１Ｈ）２．９９－３．１３（ｍ、４Ｈ）３．２４（ｄｄ、Ｊ＝９．９８、４．
７１Ｈｚ、１Ｈ）３．６１－３．７４（ｍ、２Ｈ）３．８３（ｄｔ、Ｊ＝９．４２、７．
１６Ｈｚ、１Ｈ）７．５２（ｄｄ、Ｊ＝８．２９、４．１４Ｈｚ、１Ｈ）７．５７－７．
６４（ｍ、１Ｈ）８．０２（ｄｄ、Ｊ＝８．２９、１．５１Ｈｚ、１Ｈ）８．２４（ｄｄ
、Ｊ＝８．４８、１．７０Ｈｚ、１Ｈ）８．５２（ｄｄ、Ｊ＝７．５４、１．５１Ｈｚ、
１Ｈ）９．０７（ｄｄ、Ｊ＝４．３３、１．７０Ｈｚ、１Ｈ）。
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【０８０７】
実施例１５６　（Ｒ）－４－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル
）イソキノリン－１－オール
【０８０８】
【化１９１】

【０８０９】
　表題の化合物を、スキーム６に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　１．８０（ｄｑ、Ｊ＝１２．３９、９．１８Ｈｚ
、１Ｈ）２．０５－２．１６（ｍ、１Ｈ）２．２１（ｓ、６Ｈ）２．７２－２．８５（ｍ
、１Ｈ）３．１２（ｄｄ、Ｊ＝９．４２、８．２９Ｈｚ、１Ｈ）３．３９（ｔｄ、Ｊ＝９
．６１、７．１６Ｈｚ、１Ｈ）３．５２（ｍ、１Ｈ）３．６４（ｄｄ、Ｊ＝９．２３、６
．９７Ｈｚ、１Ｈ）７．６２（ｄｄｄ、Ｊ＝８．０１、７．０６、１．１３Ｈｚ、１Ｈ）
７．８１（ｄｄｄ、Ｊ＝８．３８、７．０６、１．５１Ｈｚ、１Ｈ）８．１２（ｓ、１Ｈ
）８．３２（ｄ、Ｊ＝８．２９Ｈｚ、１Ｈ）８．４６（ｄｄ、Ｊ＝７．９１、１．５１Ｈ
ｚ、１Ｈ）。
【０８１０】
実施例１５７　（Ｓ）－４－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル
）イソキノリン－１－オール
【０８１１】

【化１９２】

【０８１２】
　表題の化合物を、スキーム６に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　１．８０（ｄｑ、Ｊ＝１２．３９、９．１８Ｈｚ
、１Ｈ）２．０５－２．１５（ｍ、１Ｈ）２．２１（ｓ、６Ｈ）２．７２－２．８６（ｍ
、１Ｈ）３．０９－３．１８（ｍ、１Ｈ）３．３８（ｔｄ、Ｊ＝９．６１、６．７８Ｈｚ
、１Ｈ）３．５２（ｔｄ、Ｊ＝９．２３、２．６４Ｈｚ、１Ｈ）３．６４（ｄｄ、Ｊ＝９
．０４、７．１６Ｈｚ、１Ｈ）７．６２（ｔ、Ｊ＝７．７２Ｈｚ、１Ｈ）７．８０（ｄｄ
ｄ、Ｊ＝８．３８、７．０６、１．５１Ｈｚ、１Ｈ）８．１３（ｓ、１Ｈ）８．３２（ｄ
、Ｊ＝８．２９Ｈｚ、１Ｈ）８．４６（ｄｄ、Ｊ＝７．９１、１．５１Ｈｚ、１Ｈ）。
【０８１３】
実施例１５８　（Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（キノリン－８－イルスルホニル）ピロ
リジン－３－アミン
【０８１４】
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【化１９３】

【０８１５】
　表題の化合物を、スキーム６に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　１．６０－１．７６（ｍ、１Ｈ）１．９５－２．
１１（ｍ、１Ｈ）２．２０（ｓ、６Ｈ）２．５３－２．６６（ｍ、１Ｈ）３．１５（ｔ、
Ｊ＝９．２３Ｈｚ、１Ｈ）３．４７（ｔｄ、Ｊ＝１０．１７、６．７８Ｈｚ、１Ｈ）３．
９７－４．０５（ｍ、１Ｈ）４．１０（ｄｄ、Ｊ＝９．０４、７．１６Ｈｚ、１Ｈ）７．
５３（ｄｄ、Ｊ＝８．２９、４．１４Ｈｚ、１Ｈ）７．６２（ｔ、Ｊ＝７．９１Ｈｚ、１
Ｈ）８．０３（ｄｄ、Ｊ＝８．１０、１．３２Ｈｚ、１Ｈ）８．２５（ｄｄ、Ｊ＝８．４
８、１．７０Ｈｚ、１Ｈ）８．５１（ｄｄ、Ｊ＝７．５４、１．５１Ｈｚ、１Ｈ）９．０
７（ｄｄ、Ｊ＝４．１４、１．８８Ｈｚ、１Ｈ）。
【０８１６】
実施例１５９　（Ｓ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（キノリン－８－イルスルホニル）ピロ
リジン－３－アミン
【０８１７】

【化１９４】

【０８１８】
　表題の化合物を、スキーム６に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　１．６０－１．７６（ｍ、１Ｈ）１．９５－２．
１１（ｍ、１Ｈ）２．２０（ｓ、６Ｈ）２．５３－２．６６（ｍ、１Ｈ）３．１５（ｔ、
Ｊ＝９．２３Ｈｚ、１Ｈ）３．４７（ｔｄ、Ｊ＝１０．１７、６．７８Ｈｚ、１Ｈ）３．
９７－４．０５（ｍ、１Ｈ）４．１０（ｄｄ、Ｊ＝９．０４、７．１６Ｈｚ、１Ｈ）７．
５３（ｄｄ、Ｊ＝８．２９、４．１４Ｈｚ、１Ｈ）７．６２（ｔ、Ｊ＝７．９１Ｈｚ、１
Ｈ）８．０３（ｄｄ、Ｊ＝８．１０、１．３２Ｈｚ、１Ｈ）８．２５（ｄｄ、Ｊ＝８．４
８、１．７０Ｈｚ、１Ｈ）８．５１（ｄｄ、Ｊ＝７．５４、１．５１Ｈｚ、１Ｈ）９．０
７（ｄｄ、Ｊ＝４．１４、１．８８Ｈｚ、１Ｈ）。
【０８１９】
実施例１６０　（Ｒ）－１－（１－クロロイソキノリン－４－イルスルホニル）－Ｎ－（
シクロプロピルメチル）ピロリジン－３－アミン
【０８２０】

【化１９５】
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【０８２１】
　表題の化合物を、スキーム７に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　－０．０５－０．０３（ｍ、２Ｈ）０．３６－０
．４５（ｍ、２Ｈ）０．６９－０．８３（ｍ、１Ｈ）１．６４－１．７６（ｍ、１Ｈ）２
．００－２．１４（ｍ、１Ｈ）２．２５－２．３７（ｍ、２Ｈ）３．１６（ｄｄ、Ｊ＝９
．８０、４．９０Ｈｚ、１Ｈ）３．３４（ｄｑ、Ｊ＝５．６５、５．４０Ｈｚ、１Ｈ）３
．４１－３．５２（ｍ、２Ｈ）３．５６（ｄｄ、Ｊ＝９．９８、５．８４Ｈｚ、１Ｈ）７
．７３－７．８３（ｍ、１Ｈ）７．９０（ｄｄｄ、Ｊ＝８．５７、７．０６、１．３２Ｈ
ｚ、１Ｈ）８．４４（ｄ、Ｊ＝７．９１Ｈｚ、１Ｈ）８．７８（ｄ、Ｊ＝８．６７Ｈｚ、
１Ｈ）８．８８（ｓ、１Ｈ）。
【０８２２】
実施例１６１　（Ｒ）－４－（３－（シクロプロピルメチルアミノ）ピロリジン－１－イ
ルスルホニル）イソキノリン－１－オール
【０８２３】

【化１９６】

【０８２４】
　表題の化合物を、スキーム７に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　－０．０４－０．０４（ｍ、２Ｈ）０．３４－０
．４３（ｍ、２Ｈ）０．７３－０．８７（ｍ、１Ｈ）１．６６－１．７８（ｍ、１Ｈ）２
．０１－２．１５（ｍ、１Ｈ）２．２９－２．４１（ｍ、２Ｈ）３．１３（ｄｄ、Ｊ＝９
．８０、４．９０Ｈｚ、１Ｈ）３．３１－３．４５（ｍ、３Ｈ）３．４５－３．５４（ｍ
、１Ｈ）７．５０－７．５８（ｍ、１Ｈ）７．７４（ｄｄｄ、Ｊ＝８．４８、７．３５、
１．５１Ｈｚ、１Ｈ）８．０９（ｓ、１Ｈ）８．２８（ｄ、Ｊ＝８．２９Ｈｚ、１Ｈ）８
．３７（ｄ、Ｊ＝７．１６Ｈｚ、１Ｈ）。
【０８２５】
実施例１６２　（Ｒ）－４－（３－（アゼチジン－１－イル）ピロリジン－１－イルスル
ホニル）－１－クロロイソキノリン
【０８２６】
【化１９７】

【０８２７】
　表題の化合物を、スキーム７に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　１．７２（ｄｄｄ、Ｊ＝１３．０９、６．８８、
３．０１Ｈｚ、１Ｈ）１．７８－１．９０（ｍ、１Ｈ）１．９０－２．００（ｍ、２Ｈ）
２．８８－２．９７（ｍ、３Ｈ）２．９８－３．１０（ｍ、３Ｈ）３．１７（ｄｄ、Ｊ＝
９．９８、２．４５Ｈｚ、１Ｈ）３．４３－３．５０（ｍ、１２Ｈ）３．５０－３．５８
（ｍ、１Ｈ）７．７７－７．８４（ｍ、１Ｈ）７．８９－７．９６（ｍ、１Ｈ）８．４８
（ｄ、Ｊ＝７．５４Ｈｚ、２１Ｈ）８．８１（ｄ、Ｊ＝８．６７Ｈｚ、１Ｈ）８．９５（
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【０８２８】
実施例１６３　（Ｒ）－４－（３－（アゼチジン－１－イル）ピロリジン－１－イルスル
ホニル）イソキノリン－１－オール
【０８２９】
【化１９８】

【０８３０】
　表題の化合物を、スキーム７に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－Ｄ６）δｐｐｍ　１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＭｅＯＤ）δｐｐｍ
　１．５８－１．７１（ｍ、１Ｈ）１．８０－１．９２（ｍ、１Ｈ）１．９２－２．０４
（ｍ、２Ｈ）２．９４－３．１９（ｍ、６Ｈ）３．３２－３．４３（ｍ、３Ｈ）７．６３
（ｔ、Ｊ＝７．１６Ｈｚ、１Ｈ）７．８０－７．８８（ｍ、１Ｈ）７．９９（ｓ、１Ｈ）
８．３４－８．４３（ｍ、２Ｈ）。
【０８３１】
実施例１６４　（Ｒ）－１－（５－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスル
ホニル）インドリン－１－イル）エタノン
【０８３２】

【化１９９】

【０８３３】
　表題の化合物を、スキーム６に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　１．５５－１．７０（ｍ、１Ｈ）１．９２－２．
０８（ｍ、１Ｈ）２．１８（ｓ、６Ｈ）２．２７（ｓ、３Ｈ）２．５６－２．７１（ｍ、
１Ｈ）２．９１（ｔ、Ｊ＝８．９０Ｈｚ、２Ｈ）３．１９－３．３１（ｍ、２Ｈ）３．３
１－３．４１（ｍ、１Ｈ）３．５１（ｄｄ、Ｊ＝９．０９、７．１９Ｈｚ、１Ｈ）４．１
６（ｔ、Ｊ＝８．５２Ｈｚ、２Ｈ）７．６１（ｓ、１Ｈ）７．６７（ｄｄ、Ｊ＝８．７１
、１．８９Ｈｚ、１Ｈ）８．３２（ｄ、Ｊ＝８．７１Ｈｚ、１Ｈ）。
【０８３４】
実施例１６５　（Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（２－メチル－４－（チオフェン－３－
イル）フェニルスルホニル）ピロリジン－３－アミン
【０８３５】
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【化２００】

【０８３６】
　表題の化合物を、スキーム８に記載されたようにして調製し、ＨＰＬＣで精製した。１

Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　２．２２－２．４６（ｍ、２
Ｈ）２．６３（ｓ、３Ｈ）２．８７（ｓ、６Ｈ）３．２５－３．３８（ｍ、１Ｈ）３．４
５－３．６１（ｍ、２Ｈ）３．６９（ｍ、１Ｈ）３．７９－３．９５（ｍ、１Ｈ）７．３
９（ｍ、１Ｈ）７．４２（ｍ、１Ｈ）７．５４（ｓ、２Ｈ）７．５７（ｄｄ、Ｊ＝２．８
３、１．３２Ｈｚ、１Ｈ）７．８８（ｄ、Ｊ＝８．２９Ｈｚ、１Ｈ）。
【０８３７】
実施例１６６　（Ｒ）－１－（インドリン－５－イルスルホニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピ
ロリジン－３－アミン
【０８３８】
【化２０１】

【０８３９】
　（Ｒ）－１－（５－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル）イン
ドリン－１－イル）エタノンを、ＴＨＦに溶解した。等量の２Ｎ　ＨＣｌ溶液を添加し、
反応混合物を６０℃にて１時間攪拌した。揮発性物質を真空中で除去し、沈殿した生成物
を陶器製ガラスロートで回収し、水で洗浄して、真空中で４５℃にて一晩乾燥して、表題
の化合物を６５％の収率で得た。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＭｅＯＤ）δｐｐｍ　２
．０２－２．２２（ｍ、１Ｈ）２．２５－２．４７（ｍ、１Ｈ）２．８８（ｓ、６Ｈ）３
．１４－３．２６（ｍ、１Ｈ）３．２８－３．３３（ｍ、２Ｈ）３．３４－３．６４（ｍ
、４Ｈ）３．８２－４．０１（ｍ、２Ｈ）７．５１－７．６０（ｍ、１Ｈ）７．８７（ｄ
、Ｊ＝８．６７Ｈｚ、１Ｈ）７．９３（ｓ、１Ｈ）。
【０８４０】
実施例１６７　（Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－（３－メチルビフェニル－４－イルスル
ホニル）ピロリジン－３－アミン
【０８４１】

【化２０２】

【０８４２】
　表題の化合物を、スキーム８に記載されたようにして調製し、ＨＰＬＣで精製した。１

Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　２．１９－２．３３（ｍ、１
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Ｈ）２．３４－２．４８（ｍ、１Ｈ）２．６４（ｓ、３Ｈ）２．８７（ｓ、６Ｈ）３．２
４－３．３７（ｍ、１Ｈ）３．４８－３．６４（ｍ、２Ｈ）３．６５－３．７４（ｍ、１
Ｈ）３．８８（ｍ、１Ｈ）７．３７－７．５９（ｍ、７Ｈ）７．８７－７．９６（ｍ、１
Ｈ）。
【０８４３】
実施例１６８　（Ｒ）－４－（３－（ジメチルアミノ）ピロリジン－１－イルスルホニル
）－３－メチルベンゾニトリル
【０８４４】
【化２０３】

【０８４５】
　表題の化合物を、スキーム８に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　２．３１－２．５０（ｍ、２Ｈ）２．６６（ｓ、
３Ｈ）２．９３（ｓ、６Ｈ）３．４１－３．５４（ｍ、１Ｈ）３．５４－３．６７（ｍ、
２Ｈ）３．７６－３．９０（ｍ、２Ｈ）７．６０－７．６９（ｍ、２Ｈ）７．９６－８．
０５（ｍ、１Ｈ）。
【０８４６】
実施例１６９　（Ｒ）－１－（４－（ジメチルアミノ）－２－メチルフェニルスルホニル
）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピロリジン－３－アミン
【０８４７】
【化２０４】

【０８４８】
　表題の化合物を、スキーム８に記載されたようにして副生成物として調製し、ＨＰＬＣ
で精製した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　２．３３－２
．４７（ｍ、２Ｈ）２．６８（ｓ、３Ｈ）２．８５（ｓ、６Ｈ）２．９３（ｓ、３Ｈ）３
．０１（ｓ、３Ｈ）３．３９－３．６２（ｍ、３Ｈ）３．７０－３．８４（ｍ、２Ｈ）７
．７４（ｄ、Ｊ＝８．３３Ｈｚ、１Ｈ）７．７９（ｓ、１Ｈ）７．９７（ｄ、Ｊ＝７．９
５Ｈｚ、１Ｈ）。
【０８４９】
実施例１７０　１－（４－クロロ－５－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン
－１－イルスルホニル）インドリン－１－イル）－２，２，２－トリフルオロエタノン
【０８５０】

【化２０５】

【０８５１】
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　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（５００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　０．３１－０．３３（ｍ、２Ｈ）０．４６－０．
４８（ｍ、２Ｈ）１．０２（ｓ、３Ｈ）２．６６－２．６８（ｍ、４Ｈ）３．１８（ｂｒ
　ｓ、４Ｈ）３．３２（ｔ、Ｊ＝８．４４Ｈｚ、２Ｈ）４．３９（ｔ、Ｊ＝８．４０Ｈｚ
、２Ｈ）７．９２（ｄ、Ｊ＝８．８０Ｈｚ、１Ｈ）８．１４（ｄ、Ｊ＝８．６４Ｈｚ、１
Ｈ）。
【０８５２】
実施例１７１　４－クロロ－５－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－
イルスルホニル）インドリン
【０８５３】
【化２０６】

【０８５４】
　１－（４－クロロ－５－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルス
ルホニル）インドリン－１－イル）－２，２，２－トリフルオロエタノンを、１Ｎ　ナト
リウムメトキシドのメタノール溶液に溶解した。混合物は、６０℃に加熱した。次いで、
反応混合物を真空中で濃縮して、固形残渣をカラムクロマトグラフィーで精製して、表題
の化合物を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　０．３２
－０．３３（ｍ、２Ｈ）０．４９（ｂｒ　ｓ、２Ｈ）１．０２（ｓ、３Ｈ）２．６７（ｂ
ｒ　ｓ、４Ｈ）３．０９（ｔ、Ｊ＝８．７３Ｈｚ、２Ｈ）３．１４（ｂｒ　ｓ、４Ｈ）３
．７１（ｔ、Ｊ＝８．７１Ｈｚ、２Ｈ）６．３８（ｄ、Ｊ＝８．４０Ｈｚ、１Ｈ）７．６
３（ｄ、Ｊ＝８．３５Ｈｚ、１Ｈ）。
【０８５５】
実施例１７２　１－クロロ－４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－
イルスルホニル）イソキノリン
【０８５６】

【化２０７】

【０８５７】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　０．２８－０．３３（ｍ、２Ｈ）０．３９－０．
４４（ｍ、２Ｈ）１．００（ｓ、３Ｈ）２．６８（ｔ、Ｊ＝４．９３Ｈｚ、４Ｈ）３．１
５（ｂｒ　ｓ、４Ｈ）７．８２（ｄｄｄ、Ｊ＝８．３４、７．０７、１．０１Ｈｚ、１Ｈ
）７．９３（ｄｄｄ、Ｊ＝８．５３、７．０１、１．３９Ｈｚ、１Ｈ）８．４８（ｄ、Ｊ
＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）８．７７（ｄ、Ｊ＝８．８４Ｈｚ、１Ｈ）８．８２（ｓ、１Ｈ）
。
【０８５８】
実施例１７３　４－（２－（４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－
イルスルホニル）イソキノリン－１－イルオキシ）エチル）モルホリン
【０８５９】



(147) JP 5140577 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

【化２０８】

【０８６０】
　表題の化合物を、スキーム９に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　０．２６－０．３０（ｍ、２Ｈ）０．３６－０．
４２（ｍ、２Ｈ）０．９８（ｓ、３Ｈ）２．６０－２．６３（ｍ、４Ｈ）２．６５（ｔ、
Ｊ＝４．９３Ｈｚ、４Ｈ）２．９１（ｔ、Ｊ＝５．８１Ｈｚ、２Ｈ）３．１０（ｂｒ　ｓ
、４Ｈ）３．６９－３．７６（ｍ、４Ｈ）４．７２（ｔ、Ｊ＝５．８１Ｈｚ、２Ｈ）７．
６２（ｔ、Ｊ＝７．７１Ｈｚ、１Ｈ）７．７８（ｄｄｄ、Ｊ＝８．４６、７．０７、１．
１４Ｈｚ、１Ｈ）８．３０（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）８．５６－８．６２（ｍ、２
Ｈ）；ＥＳＩ－ＭＳ：ｍ／ｚ４６１．４（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０８６１】
実施例１７４　４－（４－（１－メチルシクロプロピル）ピペラジン－１－イルスルホニ
ル）－Ｎ－（２－モルホリノエチル）イソキノリン－１－アミン
【０８６２】
【化２０９】

【０８６３】
　表題の化合物を、スキーム９に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　０．２５－０．３１（ｍ、２Ｈ）０．３７－０．
４３（ｍ、２Ｈ）０．９７（ｓ、３Ｈ）２．５２－２．５９（ｍ、４Ｈ）２．６３（ｔ、
Ｊ＝４．８０Ｈｚ、４Ｈ）２．７４（ｔ、Ｊ＝５．８１Ｈｚ、２Ｈ）３．０８（ｂｒ　ｓ
、４Ｈ）３．７０（ｑ、Ｊ＝５．５６Ｈｚ、２Ｈ）３．７３－３．７９（ｍ、４Ｈ）７．
５５（ｔ、Ｊ＝７．７１Ｈｚ、１Ｈ）７．６９（ｔ、Ｊ＝７．８３Ｈｚ、１Ｈ）７．７８
（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）８．５５（ｄ、Ｊ＝８．５９Ｈｚ、１Ｈ）８．５８（ｓ
、１Ｈ）。
【０８６４】
実施例１７５　４－（４－シクロプロピルピペラジン－１－イルスルホニル）イソキノリ
ン－１－オール
【０８６５】

【化２１０】

【０８６６】
　表題の化合物を、スキーム１に記載されたようにして調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、クロロホルム－ｄ）δｐｐｍ　０．２８－０．３６（ｍ、２Ｈ）０．３８－０．
４７（ｍ、２Ｈ）１．５５－１．６７（ｍ、１Ｈ）２．６５（ｔ、Ｊ＝４．５５Ｈｚ、４
Ｈ）３．１４－３．２８（ｍ、４Ｈ）７．６２（ｔ、Ｊ＝７．５８Ｈｚ、１Ｈ）７．７７
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－７．８５（ｍ、１Ｈ）８．０８（ｓ、１Ｈ）８．３２（ｄ、Ｊ＝８．３４Ｈｚ、１Ｈ）
８．４６（ｄ、Ｊ＝８．０８Ｈｚ、１Ｈ）１１．８１（ｓ、１Ｈ）。
【０８６７】
生物学的試験
　１１ｂ－ＨＳＤ１阻害剤としての化合物の活性は、インビトロ、インビボ、または細胞
株でアッセイされ得る。以下に提供するのは、１１ｂ－ＨＳＤ１に対する活性用の、イン
ビトロでの酵素的な１１ｂ－ＨＳＤ１デヒドロゲナーゼ活性アッセイである。
【０８６８】
　当業者により容易に理解され得るように、多様な他の発現系及び宿主もまた、１１ｂ－
ＨＳＤ１の発現に適していることに留意するべきである。
【０８６９】
　精製した１１ｂ－ＨＳＤ１は以下のように入手し得る：プライマーｈｓｄ１＿２４－ｆ
：５’－ＡＡＣＧＡＧＧＡＡＴＴＣＡＧＡＣＣＡＧＡＧＡＴＧ－３’（配列番号１）及び
ｈｓｄ１－２９２－ｒ：５’－ＴＴＡＣＴＴＧＴＴＴＡＴＧＡＡＴＣＴＧＴＣＣＡＴ－３
’（配列番号２）によるＰＣＲを用いて、１１－b－ヒドロキシステロイドデヒドロゲナ
ーゼ　アイソフォーム１の２４から２９２残基を、ＩＭＡＧＥクローン５１９３８６７（
ＡＴＣＣクローン７２７７０７８）から増幅した。クローニング部位にＭＫＨＱＨＱＨＱ
ＨＱＨＱＨＱＱＰＬをコードするＤＮＡ配列を挿入して修飾し、ＴＯＰＯクローニングＰ
ＣＲ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）に適用させたｐＢＡＤ－ＴｈｉｏＥベクター（Ｉｎｖｉｔ
ｒｏｇｅｎ）に、得られたＰＣＲ産物をサブクローニングした。１１－b－ヒドロキシス
テロイドデヒドロゲナーゼ　アイソフォーム１の２４～２９２残基は、ａｒａプロモータ
ー制御下で、Ｎ末端にＭＫＨＱＨＱＨＱＨＱＨＱＨＱＱＰＬが融合した状態で作製された
。
【０８７０】
　１１ｂ－ＨＳＤ１発現プラスミドを温存したＥ．ｃｏｌｉ　ＤＨ１０ｂ－Ｔｉｒ（Ｉｎ
ｖｉｔｒｏｇｅｎ）を、０．０５ｍｇ／ｍｌのカナマイシン（Ｋｍ）を添加したＬｕｒｉ
ａ　ｂｒｏｔｈ（ＬＢ）中で、３７℃にて一晩増殖させた。次いで、飽和した培養液１５
ｍｌを、１リットルのフレッシュなＬＢ（０．０５ｍｇ／ｍｌ　Ｋｍ）に接種するのに使
用した。この培養液が吸光度０．４（λ＝６００ｎｍ）に達したときに、培養温度を３７
℃から２５℃にシフトした。さらに２時間培養した後、アラビノース及びコルチコステロ
ンを、それぞれ最終濃度で０．２％（ｗ／ｗ）、及び０．２５ｍＭとなるように添加した
。インダクションの約１４時間後に細胞を回収して、直ちに－８０°Ｃにて凍結した。各
々の細胞培養の細胞ペレットを融かして、５０ｍｌの溶解緩衝液（３０ｍＭ　ＣＨＡＰＳ
、５０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ７．９、０．１５Ｍ　ＮａＣｌ、０．５μｌ／ｍｌ
　ベンゾナーゼ、１μｌ／ｍｌ　ＲｅａｄｙＬｙｓｅ）に再懸濁した。室温で３０分イン
キュベートした後に、遠心により溶解物を浄化した。予め洗浄緩衝液（４ｍＭ　ＣＨＡＰ
Ｓ、５０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ７．９、０．２５Ｍ　ＮａＣｌ、４０ｍＭ　イミ
ダゾール）で平衡化した６ｍｌのＰｒｏｂｏｎｄレジン（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）上に、
得られた上清をロードして、次いでカラムの１０倍量の洗浄緩衝液で洗浄した。次いで、
０．２Ｍ　イミダゾールを添加した、カラムの３倍量の洗浄緩衝液で、１１ｂ－ＨＳＤ１
を溶出した。精製した１１ｂ－ＨＳＤ１溶出物を、４ｍＭ　ＣＨＡＰＳ、２５ｍＭ　Ｔｒ
ｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ７．９、０．２５Ｍ　ＮａＣｌで精力的に透析し、１０ｍｇ／ｍｌま
で濃縮した。サイズ排除クロマトグラフィーにより、この精製方法により単分散１１ｂ－
ＨＳＤ１が得られることが示された。
【０８７１】
　当業者により容易に理解され得るように、多様な他の発現系及び宿主もまた、１１ｂ－
ＨＳＤ１の発現に適していることに留意するべきである。
【０８７２】
　１１ｂ－ＨＳＤ１と比較した化合物の阻害特性は、以下の反応条件下にて、３８４穴白
色プレートを用いて決定され得る：５０ｍＭ　Ｔｒｉｓ　ｐＨ７．５、１５０ｍＭ　Ｎａ
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Ｃｌ、０．１ｍＭ　ＥＤＴＡ、０．０１％　Ｂｒｉｊ３５、コルチゾール及びＮＡＤＰ＋

がそれぞれ１０μＭ、１％　ＤＭＳＯ。励起波長３４０ｎｍ及び発光波長４６０ｎｍによ
る、蛍光プレートリーダー（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｇｅｍｉｎｉ）を用
いた蛍光強度によって、反応生成物は定量的に決定され得る。
【０８７３】
　アッセイ反応は、以下のように開始され得る：２５μＭのコルチゾール及び２５μＭの
ＮＡＤＰ＋を含有する緩衝液４μｌを、プレートの各々の穴に添加して、次いで５％ＤＭ
ＳＯを含有する阻害剤２μｌ（各々の阻害剤について１１点でのデータに関して、２倍段
階希釈）を添加した。１２５ｎＭの１１ｂ－ＨＳＤ１酵素溶液４μｌを、反応を開始する
ために添加し得る（最終酵素濃度は５０ｎＭであった）。得られた反応混合物の蛍光強度
は、室温で６０分インキュベートした後に測定し得る。
【０８７４】
　ＩＣ５０値は、標準的なＩＣ５０式に化合物の濃度及び蛍光強度を当てはめる、非直線
的な曲線によって計算され得る。このアッセイの標準値として、１１ｂ－ＨＳＤ１デヒド
ロゲナーゼアッセイについて、カルベノキソロン及びＢＶＴ１４２２５はそれぞれ、ＩＣ
５０が１００ｎＭ及び５００ｎＭを示した。
【０８７５】
　ＥＤＴＡは、エチレンジアミン四酢酸を指す。
【０８７６】
　本発明の精神又は範囲から逸脱することなく、多様な修飾及び改変が、本発明の化合物
、組成物、キット、及び方法においてなされ得ることは、当業者には明らかである。した
がって、本発明の修飾及び変形が、添付の特許請求の範囲及びその均等物の範囲内に入る
ならば、本発明はこれらを包含することが意図されている。
【配列表】
0005140577000001.app
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