
JP 4597519 B2 2010.12.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式ＩＩの化合物または該化合物の製薬上許容される塩もしくは立体異性体。
【化１】

　［式中、
　Ｒ１は、ベンジルであり；
　Ｒ２およびＲ２′は独立に、
　１）Ｈ、および
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ６アルキル（式中、ａおよびｂは、０である）
　から選択され、但しＲ２とＲ２′は同時にＨではなく；
　Ｒ３およびＲ３′は独立に、
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　１）Ｈ、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ６アルキル（式中、ａおよびｂは、０であり、前記アル
キルは、Ｒ５で置換されていてもよい）、および
　３）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール（式中、ａが１でありかつｂが０であり、前記アリール
は、ハロまたはメチルで１または２置換されていてもよい）
　から選択され、但しＲ３とＲ３′は同時にＨではなく；
　Ｒ４は独立に、ハロから選択され、かつｎは０、１または２であり；
　Ｒ５は、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ６アルキル（式中、ａが０かつｂが１であるか、または
ａおよびｂの両者が１である）、
　２）ＣＯ２Ｈ、
　３）ＯＨ、
　４）Ｏａ（Ｃ＝Ｏ）ｂＮＲ７Ｒ８（式中、ａおよびｂは０である）、または
　５）（Ｎ＝Ｏ）Ｒ７′Ｒ８′（式中、Ｒ７′およびＲ８′は独立にＣ１～Ｃ６アルキル
から選択される）
　であり；
　Ｒ７およびＲ８は独立に、
　１）Ｈ、および
　２）Ｃ１～Ｃ６アルキル
　から選択される。］
【請求項２】
　下記式ＩＩＩ′の化合物または該化合物の製薬上許容される塩もしくは立体異性体。
【化２】

　［式中、
　Ｒ１は、ベンジルであり；
　Ｒ２およびＲ２′は独立に、
　１）Ｈ、および
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ６アルキル（式中、ａおよびｂは０である）
　から選択され、但しＲ２とＲ２′は同時にＨではなく；
　Ｒ３およびＲ３′の一方は、（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ６アルキル（式中、ａおよびｂ
は０であり、前記アルキルは、－ＮＲ７Ｒ８で置換されている）であり；
　Ｒ３とＲ３′の他方が（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール（式中、ａが１でありｂが０であり、
前記アリールは、ハロで置換されたフェニルである）であり；
　Ｒ４は、Ｈであり；
　Ｒ７およびＲ８は独立に、
　Ｃ１～Ｃ６アルキル
　から選択される。］
【請求項３】
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［３，２－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］ベ
ンズアミド；
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　Ｎ－［１－（３－ベンジル－５，６－ジブロモ－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ
［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチル
アミノ）エチル］ベンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－６－ブロモ－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，
３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ
）エチル］ベンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］ベ
ンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－（２－メトキシエチル）ベンズアミド
；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（メチルアミノ）エチル］ベン
ズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ベンズアミ
ド；
　Ｎ－（２－アミノエチル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒド
ロ－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモベンズアミド
；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－Ｎ－（４－ブロモベンゾイル）－β－アラニン酸エチル
；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－Ｎ－（４－ブロモベンゾイル）－β－アラニン；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］
ベンズアミド；
　Ｎ－（３－アミノプロピル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒ
ドロ－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモベンズアミ
ド；
　Ｎ－（３－アミノプロピル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒ
ドロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－フルオロベンズアミ
ド；
　Ｎ－（３－アミノプロピル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒ
ドロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－クロロベンズアミド
；
　Ｎ－（２－アミノエチル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒド
ロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－フルオロベンズアミド
；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）－２－メチルプロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ
）エチル］ベンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）－２－メチルプロピル］－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］－
４－メチルベンズアミド；
　Ｎ－（２－アミノエチル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒド
ロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－クロロベンズアミド；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（ジメチルアミノ）エチル
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］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（メチルアミノ）エチル］
アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　２－｛１－［（３－アミノプロピル）（４－ブロモベンジル）アミノ］プロピル｝－３
－ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－クロロベンジル）［２－（ジメチルアミノ）エチル
］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－｛１－［［２－（ジメチルアミノ）エチル］（４－フルオロベンジ
ル）アミノ］プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（３，４－ジフルオロベンジル）［２－（ジメチルアミノ
）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（２，４－ジフルオロベンジル）［２－（ジメチルアミノ
）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　２－｛１－［（２－アミノエチル）（４－フルオロベンジル）アミノ］プロピル｝－３
－ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　２－｛１－［（２－アミノエチル）（４－クロロベンジル）アミノ］プロピル｝－３－
ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－｛１－［［２－（ジメチルアミノ）エチル］（４－メチルベンジル
）アミノ］プロピル｝チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］［（２－メチルピリミ
ジン－５－イル）メチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３
Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］［２－（ジ
メチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ
）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（メチルアミノ）エチル］［（２－メチルピリミジ
ン－５－イル）メチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ
）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（ジメチルアミノ）エチル
］アミノ｝プロピル）チエノ［３，２－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［（２－ジメチルニトロリル）エ
チル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［３－（ジメチルニトロリル）プロピ
ル］－ベンズアミド；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－クロロベンジル）［（２－（ジメチル－ニトロリル
）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ－［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－フルオロベンジル）［（２－（ジメチル－ニトロリ
ル）エチル］アミノ｝プロピル）－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン
；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－メチルベンジル）［（２－（ジメチル－ニトロリル
）エチル］アミノ｝プロピル）－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（３，４－ジフルオロベンジル）［（２－（ジメチル－ニ
トロリル）エチル］アミノ｝プロピル）－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）
－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（６－クロロ－ピリジン－３－イル）メチル［２－（ジメ
チルニトロリル）エチル］アミノ｝－プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（
３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルニトロリル）エチル］［（２－メチルピ
リミジン－５－イル）メチル］アミノ｝プロピル）チエノ－［２，３－ｄ］ピリミジン－
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４（３Ｈ）－オン；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）－２－メチルプロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルニトロ
リル）－エチル］ベンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）－２－メチルプロピル］－Ｎ－［２－（ジメチルニトロリル）エチル
］－４－メチルベンズアミド
　から選択される化合物または該化合物の製薬上許容される塩もしくは光学異性体。
【請求項４】
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（ジメチルアミノ）エチル
］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（メチルアミノ）エチル］
アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［（２－ジメチルニトロリル）エ
チル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－クロロベンジル）［（２－（ジメチル－ニトロリル
）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ－［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン
　から選択される請求項３に記載の化合物または該化合物の製薬上許容される塩もしくは
立体異性体。
【請求項５】
　Ｎ－（２－アミノエチル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒド
ロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－クロロベンズアミドＨ
Ｃｌ塩；
　２－｛１－［（３－アミノプロピル）（４－ブロモベンジル）アミノ］プロピル｝－３
－ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オンＴＦＡ塩；
　２－｛１－［（２－アミノエチル）（４－フルオロベンジル）アミノ］プロピル｝－３
－ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン・ビスＨＣｌ塩；
　２－｛１－［（２－アミノエチル）（４－クロロベンジル）アミノ］プロピル｝－３－
ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン・ビスＨＣｌ塩；
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（メチルアミノ）エチル］［（２－メチルピリミジ
ン－５－イル）メチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ
）－オンＴＦＡ塩；
　３－ベンジル－２－（１－｛（３，４－ジフルオロベンジル）［（２－（ジメチル－ニ
トロリル）エチル］アミノ｝プロピル）－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）
－オンＴＦＡ塩；
　３－ベンジル－２－（１－｛（６－クロロ－ピリジン－３－イル）メチル［（２－（ジ
メチルニトロリル）エチル］アミノ｝－プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４
（３Ｈ）－オンＴＦＡ塩；および
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルニトロリル）エチル］［（２－メチルピ
リミジン－５－イル）メチル］アミノ｝プロピル）チエノ－［２，３－ｄ］ピリミジン－
４（３Ｈ）－オンＴＦＡ塩
　から選択される化合物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有糸分裂キネシン、特に有糸分裂キネシンＫＳＰの阻害薬であって、例えば
癌、過形成、再狭窄、心臓肥大症、免疫障害および炎症などの細胞増殖疾患の治療におい
て有用なチエノピリミジノン誘導体に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　癌の治療に用いられる治療薬には、タキサン類およびビンカアルカロイド類などがある
。タキサン類およびビンカアルカロイド類は、各種の細胞構造に存在する微小管に作用す
る。微小管は、有糸分裂紡錘体の主要な構造要素である。有糸分裂紡錘体は、細胞分裂か
ら生じる２つの娘細胞のそれぞれへのゲノムの複製コピーの分配を担当するものである。
これら薬剤による有糸分裂紡錘体の破壊によって癌細胞の分裂が阻害され、癌細胞死が誘
発されると推定されている。しかしながら微小管は、他の種類の細胞構造を形成するもの
であり、それには神経プロセスにおける細胞内輸送のための輸送路などがある。それらの
薬剤は有糸分裂紡錘体を特異的に標的とするものではないことから、副作用を有するもの
であり、それがそれら薬剤の有用性を制限している。
【０００３】
　それら薬剤の投与に関連する副作用が低減できる場合に得られると考えられる治療効果
から、癌治療に使用される薬剤の特異性改善にはかなりの関心が向けられている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来において、癌治療の劇的な改善は、新規な機序で作用する治療薬の確認に関連した
ものである。それの例には、タキサン類だけでなく、カンプトテシン類のトポイソメラー
ゼＩ阻害薬などもある。これら両方の観点から、有糸分裂キネシンは新たな抗癌剤に向け
た魅力的な標的となっている。
【０００５】
　有糸分裂キネシンは、有糸分裂紡錘体の組立および機能に必須の酵素であるが、神経プ
ロセスの場合のような他の微小管構造の一部ではない。有糸分裂キネシンは、全ての細胞
分裂期で非常に重要な役割を果たす。
【０００６】
　これらの酵素は、ＡＴＰの加水分解によって放出されるエネルギーを微小管に沿った細
胞積み荷の有向運動を駆動する機械力に変換する「分子モーター」である。この仕事を行
うのに十分な触媒領域は、約３４０アミノ酸のコンパクトな構造である。有糸分裂の際、
キネシンは微小管をまとめて二極構造とし、それが有糸分裂紡錘体である。キネシン類は
、紡錘体微小管に沿った染色体の運動と、有糸分裂の特定の相に関連する有糸分裂紡錘体
における構造的変化に介在する。有糸分裂キネシン機能の実験的外乱によって、有糸分裂
紡錘体の形成異常または機能異常が生じ、非常に多くの場合でそれによって細胞周期停止
および細胞死に至る。
【０００７】
　確認されている有糸分裂キネシンの中にＫＳＰがある。ＫＳＰは、集合して逆平行ホモ
二量体を含む二極ホモ四量体となるプラス末端指向微小管モーターの進化的に保存された
キネシンに属する。有糸分裂の際にＫＳＰは、有糸分裂紡錘体の微小管と結び付く。ヒト
細胞でのＫＳＰに対する抗体のマイクロインジェクションによって、前中期中の紡錘体極
分離が防止されて、単極紡錘体が生じ、有糸分裂停止およびプログラム細胞死の誘発を生
じる。他のヒト以外の生物におけるＫＳＰおよび関連するキネシン類は、逆平行微小管を
束ね、それらを互いに対してスライドさせることで、２つの紡錘体極を引き離す。ＫＳＰ
はまた、後期Ｂ紡錘体伸長および紡錘体極での微小管の集束にも介在し得る。
【０００８】
　ヒトＫＳＰ（ＨｓＥｇ５とも称される）は各種文献に記載されており［Blangy, et al.
, Cell, 83: 1159-69 (1995)；Whitehead, et al., Arthritis Rheum., 39: 1635-42 (19
96)；Galgio et al., J. Cell Biol., 135: 339-414 (1996)；Blangy, et al., J Biol. 
Chem., 272: 19418-24 (1997)；Blangy, et al., Cell Motil Cytoskeleton, 40: 174-82
 (1998)；Whitehead and Rattner, J. Cell Sci., 111: 2551-61 (1998)；Kaiser, et al
., JBC 274: 18925-31 (1999)；遺伝子バンク寄託番号X85137、NM004523およびU37426］
、ＫＳＰ遺伝子（ＴＲＩＰ５）の断片が報告されている［Lee, et al., Mol Endocrinol.
, 9: 243-54 (1995)；遺伝子バンク寄託番号L40372］。ツメガエルＫＳＰ同族体（Ｅｇ５
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）ならびにショウジョウバエＫ－ＬＰ６１Ｆ／ＫＲＰ１３０が報告されている。
【０００９】
　最近、ある種のキナゾリノン類がＫＳＰの阻害薬であると記載されている（ＰＣＴ公開
ＷＯ　０１／３０７６８；２００１年５月３日）。
【００１０】
　有糸分裂キネシンは、新規な有糸分裂化学療法薬の発見および開発に向けた魅力的な標
的である。従って本発明の目的は、ＫＳＰ、有糸分裂キネシンの阻害において有用な化合
物、方法および組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、細胞増殖疾患の治療、ＫＳＰキネシン活性に関連する障害の治療、ならびに
ＫＳＰキネシンの阻害において有用なチエノピリミジノン化合物に関するものである。本
発明の化合物は、下記式Ｉによって表すことができる。
【００１２】

【化１】

【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の化合物は有糸分裂キネシンの阻害において有用であり、式Ｉの化合物またはそ
れの製薬上許容される塩もしくは立体異性体によって表される。
【００１４】

【化２】

　式中、
　Ｗ、ＹおよびＺのうちの一つはＳであり、Ｗ、ＹおよびＺのうちの他の２つはＣＨであ
り；
　ａは、０または１であり；
　ｂは、０または１であり；
　ｍは、０、１または２であり；
　ｎは、０～２であり；
　ｕは、２、３、４または５であり；
　Ｒ１は、
　１）Ｈ、
　２）Ｃ１～Ｃ１０アルキル、
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　３）アリール、
　４）Ｃ２～Ｃ１０アルケニル、
　５）Ｃ２～Ｃ１０アルキニル、
　６）Ｃ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　７）Ｃ１～Ｃ６アラルキル、
　８）Ｃ３～Ｃ８シクロアルキル、および
　９）複素環
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、アラルキルお
よび複素環は、Ｒ５から選択される１以上の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ２およびＲ２′は独立に、
　１）Ｈ、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　３）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　４）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ２～Ｃ１０アルケニル、
　５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ２～Ｃ１０アルキニル、
　６）ＣＯ２Ｈ、
　７）Ｃ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　８）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、
　９）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　１０）ＳＯ２ＮＲ７Ｒ８、および
　１１）ＳＯ２Ｃ１～Ｃ１０アルキル
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、シクロアルキルおよび複素環は
、Ｒ５から選択される１以上の置換基で置換されていても良く；あるいは
　Ｒ２とＲ２′が一体となって－（ＣＨ２）ｕ－を形成しており；その炭素原子の一つが
Ｏ、Ｓ（Ｏ）ｍ、－ＮＣ（Ｏ）－および－Ｎ（Ｒｂ）－から選択される部分によって置き
換わっていても良く；Ｒ２とＲ２′が一体となった時に形成される環は、Ｒ５から選択さ
れる１個、２個もしくは３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ３およびＲ３′は独立に、
　１）Ｈ、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　３）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　４）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ２～Ｃ１０アルケニル、
　５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ２～Ｃ１０アルキニル、
　６）ＣＯ２Ｈ、
　７）Ｃ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　８）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、
　９）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　１０）ＳＯ２ＮＲ７Ｒ８、および
　１１）ＳＯ２Ｃ１～Ｃ１０アルキル
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、シクロアルキルおよび複素環は
、Ｒ５から選択される１以上の置換基で置換されていても良く；あるいは
　Ｒ３とＲ３′がそれらが結合している窒素と一体となって、５～１２員の含窒素複素環
である環：
【００１５】
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【化３】

を形成しており；その環は１～６個のＲ５基で置換されていても良く、前記複素環におい
てＮ、ＯおよびＳから選択される１～２個の別のヘテロ原子を組み込んでいても良く；
　Ｒ４は独立に、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　３）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ２～Ｃ１０アルケニル、
　４）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ２～Ｃ１０アルキニル、
　５）ＣＯ２Ｈ、
　６）ハロ、
　７）ＯＨ、
　８）ＯｂＣ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　９）（Ｃ＝Ｏ）ａＮＲ７Ｒ８、
　１０）ＣＮ、
　１１）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、
　１２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　１３）ＳＯ２ＮＲ７Ｒ８、および
　１４）ＳＯ２Ｃ１～Ｃ１０アルキル
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、シクロアルキルおよび複素環は
、Ｒ５から選択される１以上の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ５は、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　３）Ｃ２～Ｃ１０アルケニル、
　４）Ｃ２～Ｃ１０アルキニル、
　５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　６）ＣＯ２Ｈ、
　７）ハロ、
　８）ＣＮ、
　９）ＯＨ、
　１０）ＯｂＣ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　１１）Ｏａ（Ｃ＝Ｏ）ｂＮＲ７Ｒ８、
　１２）オキソ、
　１３）ＣＨＯ、
　１４）（Ｎ＝Ｏ）Ｒ７Ｒ８、または
　１５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル
　であり；
　上記のアルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、複素環およびシクロアルキルは
、Ｒ６から選択される１以上の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ６は、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ１～Ｃ１０）アルキル（ｒおよびｓは、独立に０または１で
ある）、
　２）Ｏｒ（Ｃ１～Ｃ３）パーフルオロアルキル（ｒは０または１である）、
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　３）（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－Ｓ（Ｏ）ｍＲａ（ｍは、０、１または２である）、
　４）オキソ、
　５）ＯＨ、
　６）ハロ、
　７）ＣＮ、
　８）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ２～Ｃ１０）アルケニル、
　９）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ２～Ｃ１０）アルキニル、
　１０）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ３～Ｃ６）シクロアルキル、
　１１）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－アリール、
　１２）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－複素環、
　１３）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－Ｎ（Ｒｂ）２、
　１４）Ｃ（Ｏ）Ｒａ、
　１５）（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－ＣＯ２Ｒａ、
　１６）Ｃ（Ｏ）Ｈ、
　１７）（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－ＣＯ２Ｈ、および
　１８）Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒｂ）２

　から選択され；
　上記のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、アリールおよび複素環は
、Ｒｂ、ＯＨ、（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ、ハロゲン、ＣＯ２Ｈ、ＣＮ、Ｏ（Ｃ＝Ｏ）Ｃ

１～Ｃ６アルキル、オキソおよびＮ（Ｒｂ）２から選択される３個以下の置換基で置換さ
れていても良く；
　Ｒ７およびＲ８は独立に、
　１）Ｈ、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　３）（Ｃ＝Ｏ）ＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、
　４）（Ｃ＝Ｏ）Ｏｂアリール、
　５）（Ｃ＝Ｏ）Ｏｂ複素環、
　６）Ｃ１～Ｃ１０アルキル、
　７）アリール、
　８）Ｃ２～Ｃ１０アルケニル、
　９）Ｃ２～Ｃ１０アルキニル、
　１０）複素環、
　１１）Ｃ３～Ｃ８シクロアルキル、
　１２）ＳＯ２Ｒａ、および
　１３）（Ｃ＝Ｏ）ＮＲｂ

２

　から選択され；
　上記のアルキル、シクロアルキル、アリール、複素環、アルケニルおよびアルキニルは
、Ｒ６から選択される１以上の置換基で置換されていても良く；あるいは
　Ｒ７とＲ８がそれらが結合している窒素と一体となって、各環が５～７員であって、前
記窒素に加えて、Ｎ、ＯおよびＳから選択される１個もしくは２個の別のヘテロ原子を有
していても良い単環式もしくは二環式の複素環を形成していても良く；前記単環式もしく
は二環式複素環は、Ｒ６から選択される１以上の置換基で置換されていても良く；
　Ｒａは、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、（Ｃ３～Ｃ６）シクロアルキル、アリールまたは複
素環であり；
　Ｒｂは、Ｈ、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、アリール、複素環、（Ｃ３～Ｃ６）シクロアル
キル、（Ｃ＝Ｏ）ＯＣ１～Ｃ６アルキル、（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１～Ｃ６アルキルまたはＳ（Ｏ）

２Ｒａである。
【００１６】
　本発明の第２の実施形態は、下記式ＩＩの化合物またはその化合物の製薬上許容される
塩もしくは立体異性体である。
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【００１７】
【化４】

　式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ２′、Ｒ３、Ｒ３′、Ｒ４およびｎは上記で定義の通りである。
【００１８】
　本発明の第３の実施形態は、下記式ＩＩＩの化合物またはその化合物の製薬上許容され
る塩もしくは立体異性体である。
【００１９】

【化５】

　式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ２′、Ｒ３、Ｒ３′、Ｒ４およびｎは上記で定義の通りである。
【００２０】
　本発明のさらに別の実施形態は、
　ａが、０または１であり；
　ｂが、０または１であり；
　ｍが、０、１または２であり；
　ｎが、０～２であり；
　Ｒ１が、
　１）Ｈ、
　２）Ｃ１～Ｃ１０アルキル、
　３）アリール、
　４）Ｃ１～Ｃ６アラルキル、
　５）Ｃ３～Ｃ８シクロアルキル、および
　６）複素環
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、シクロアルキル、アラルキルおよび複素環が、Ｒ５から選
択される１個、２個または３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ２およびＲ２′が独立に、
　１）Ｈ、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　３）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　４）ＣＯ２Ｈ、
　５）Ｃ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　６）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、および
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　７）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、シクロアルキルおよび複素環が、Ｒ５から選択される１個
、２個または３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ３およびＲ３′が独立に、
　１）Ｈ、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　３）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　４）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ２～Ｃ１０アルケニル、
　５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ２～Ｃ１０アルキニル、
　６）ＣＯ２Ｈ、
　７）Ｃ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　８）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、
　９）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　１０）ＳＯ２ＮＲ７Ｒ８、および
　１１）ＳＯ２Ｃ１～Ｃ１０アルキル
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、シクロアルキルおよび複素環が
、Ｒ５から選択される１個、２個もしくは３個の置換基で置換されていても良く；あるい
は
　Ｒ３とＲ３′がそれらが結合している窒素と一体となって、５～１２員の含窒素複素環
：
【００２１】
【化６】

を形成しており；その環は、１～３個のＲ５基で置換されていても良く、前記複素環にＮ
、ＯおよびＳから選択される１～２個の別のヘテロ原子を組み込んでいても良く；
　Ｒ４が独立に、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　３）ＣＯ２Ｈ、
　４）ハロ、
　５）ＯＨ、
　６）ＯｂＣ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　７）（Ｃ＝Ｏ）ａＮＲ７Ｒ８、
　８）ＣＮ、
　９）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　１０）ＳＯ２ＮＲ７Ｒ８、および
　１１）ＳＯ２Ｃ１～Ｃ１０アルキル
から選択され；
　上記のアルキル、アリール、シクロアルキルおよび複素環が、Ｒ５から選択される１個
、２個もしくは３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ５が、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、



(13) JP 4597519 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

　３）Ｃ２～Ｃ１０アルケニル、
　４）Ｃ２～Ｃ１０アルキニル、
　５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　６）ＣＯ２Ｈ、
　７）ハロ、
　８）ＣＮ、
　９）ＯＨ、
　１０）ＯｂＣ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　１１）Ｏａ（Ｃ＝Ｏ）ｂＮＲ７Ｒ８、
　１２）オキソ、
　１３）ＣＨＯ、
　１４）（Ｎ＝Ｏ）Ｒ７Ｒ８、または
　１５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル
　であり；
　上記のアルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、複素環およびシクロアルキルが
、Ｒ６から選択される１個、２個または３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ６が、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ１～Ｃ１０）アルキル（ｒおよびｓは、独立に０または１で
ある）、
　２）Ｏｒ（Ｃ１～Ｃ３）パーフルオロアルキル（ｒは０または１である）、
　３）オキソ、
　４）ＯＨ、
　５）ハロ、
　６）ＣＮ、
　７）（Ｃ２～Ｃ１０）アルケニル、
　８）（Ｃ２～Ｃ１０）アルキニル、
　９）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ３～Ｃ６）シクロアルキル、
　１０）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－アリール、
　１１）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－複素環、
　１２）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－Ｎ（Ｒｂ）２、
　１３）Ｃ（Ｏ）Ｒａ、
　１４）（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－ＣＯ２Ｒａ、
　１５）Ｃ（Ｏ）Ｈ、
　１６）（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－ＣＯ２Ｈ、および
　１７）Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒｂ）２

　から選択され；
　上記のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、アリールおよび複素環が
、Ｒｂ、ＯＨ、（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ、ハロゲン、ＣＯ２Ｈ、ＣＮ、Ｏ（Ｃ＝Ｏ）Ｃ

１～Ｃ６アルキル、オキソおよびＮ（Ｒｂ）２から選択される３個以下の置換基で置換さ
れていても良く；
　Ｒ７およびＲ８が独立に、
　１）Ｈ、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　３）（Ｃ＝Ｏ）ＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、
　４）（Ｃ＝Ｏ）Ｏｂアリール、
　５）（Ｃ＝Ｏ）Ｏｂ複素環、
　６）Ｃ１～Ｃ１０アルキル、
　７）アリール、
　８）Ｃ２～Ｃ１０アルケニル、
　９）Ｃ２～Ｃ１０アルキニル、
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　１０）複素環、
　１１）Ｃ３～Ｃ８シクロアルキル、
　１２）ＳＯ２Ｒａ、および
　１３）（Ｃ＝Ｏ）ＮＲｂ

２

　から選択され；
　上記のアルキル、シクロアルキル、アリール、複素環、アルケニルおよびアルキニルは
、Ｒ６から選択される１個、２個もしくは３個の置換基で置換されていても良く；あるい
は
　Ｒ７とＲ８がそれらが結合している窒素と一体となって、各環が５～７員であって、前
記窒素に加えて、Ｎ、ＯおよびＳから選択される１個もしくは２個の別のヘテロ原子を有
していても良い単環式もしくは二環式の複素環を形成していても良く；前記単環式もしく
は二環式複素環は、Ｒ６から選択される１個、２個もしくは３個の置換基で置換されてい
ても良く；
　Ｒａが、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、（Ｃ３～Ｃ６）シクロアルキル、アリールまたは複
素環であり；
　Ｒｂが、Ｈ、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、アリール、複素環、（Ｃ３～Ｃ６）シクロアル
キル、（Ｃ＝Ｏ）ＯＣ１～Ｃ６アルキル、（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１～Ｃ６アルキルまたはＳ（Ｏ）

２Ｒａである式ＩＩの化合物またはその化合物の製薬上許容される塩もしくは立体異性体
によって表される。
【００２２】
　別の実施形態は、Ｒ２′がＨと定義される直前に記載の式ＩＩの化合物またはその化合
物の製薬上許容される塩もしくは立体異性体である。
【００２３】
　そしてさらに別の実施形態は、Ｒ１が、Ｒ５から選択される１以上の置換基で置換され
ていても良い（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、アリールおよびベンジルから選択される直前に記
載の式ＩＩの化合物またはその化合物の製薬上許容される塩もしくは立体異性体である。
【００２４】
　別の実施形態は、
　Ｒ２が、（Ｃ１～Ｃ６）アルキルから選択され；Ｒ２′が、Ｈと定義され；Ｒ１が、Ｒ
５から選択される１以上の置換基で置換されていても良い（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、アリ
ールおよびベンジルから選択され；
　Ｒ３が、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　３）Ｃ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　４）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、
　５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　６）ＳＯ２ＮＲ７Ｒ８、および
　７）ＳＯ２Ｃ１～Ｃ１０アルキル
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、シクロアルキルおよび複素環が、Ｒ５から選択される１個
、２個もしくは３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ３′が、
　１）Ｃ１～Ｃ１０アルキル、
　２）アリール、
　３）Ｃ３～Ｃ８シクロアルキル
　から選択され；
　上記のアルキル、アリールおよびシクロアルキルが、（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０ア
ルキル、（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環（複素環は、ピロリジニル
、ピペリジニル、ピペラジニル、Ｎ－メチルピペラジニルおよびモルホリニルから選択さ
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換基で置換されていても良い直前に記載の式ＩＩの化合物またはその化合物の製薬上許容
される塩もしくは立体異性体である。
【００２５】
　本発明のさらに別の実施形態は、
　ａが、０または１であり；
　ｂが、０または１であり；
　ｍが、０、１または２であり；
　ｎが、０～２であり；
　Ｒ１が、
　１）Ｈ、
　２）Ｃ１～Ｃ１０アルキル、
　３）アリール、
　４）Ｃ１～Ｃ６アラルキル、
　５）Ｃ３～Ｃ８シクロアルキル、および
　６）複素環
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、シクロアルキル、アラルキルおよび複素環が、Ｒ５から選
択される１個、２個または３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ２およびＲ２′が独立に、
　１）Ｈ、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　３）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　４）ＣＯ２Ｈ、
　５）Ｃ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　６）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、および
　７）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、シクロアルキルおよび複素環が、Ｒ５から選択される１個
、２個または３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ３およびＲ３′が独立に、
　１）Ｈ、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　３）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　４）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ２～Ｃ１０アルケニル、
　５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ２～Ｃ１０アルキニル、
　６）ＣＯ２Ｈ、
　７）Ｃ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　８）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、
　９）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　１０）ＳＯ２ＮＲ７Ｒ８、および
　１１）ＳＯ２Ｃ１～Ｃ１０アルキル
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、シクロアルキルおよび複素環が
、Ｒ５から選択される１個、２個もしくは３個の置換基で置換されていても良く；あるい
は
　Ｒ３とＲ３′がそれらが結合している窒素と一体となって、５～１２員の含窒素複素環
：
【００２６】
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【化７】

を形成しており；その環は、１～６個のＲ５基で置換されていても良く、前記複素環にＮ
、ＯおよびＳから選択される１～２個の別のヘテロ原子を組み込んでいても良く；
　Ｒ４が独立に、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　３）ＣＯ２Ｈ、
　４）ハロ、
　５）ＯＨ、
　６）ＯｂＣ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　７）（Ｃ＝Ｏ）ａＮＲ７Ｒ８、
　８）ＣＮ、
　９）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　１０）ＳＯ２ＮＲ７Ｒ８、および
　１１）ＳＯ２Ｃ１～Ｃ１０アルキル
から選択され；
　上記のアルキル、アリール、シクロアルキルおよび複素環が、Ｒ５から選択される１個
、２個もしくは３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ５が、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　３）Ｃ２～Ｃ１０アルケニル、
　４）Ｃ２～Ｃ１０アルキニル、
　５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　６）ＣＯ２Ｈ、
　７）ハロ、
　８）ＣＮ、
　９）ＯＨ、
　１０）ＯｂＣ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　１１）Ｏａ（Ｃ＝Ｏ）ｂＮＲ７Ｒ８、
　１２）オキソ、
　１３）ＣＨＯ、
　１４）（Ｎ＝Ｏ）Ｒ７Ｒ８、または
　１５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル
　であり；
　上記のアルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、複素環およびシクロアルキルが
、Ｒ６から選択される１個、２個または３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ６が、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ１～Ｃ１０）アルキル（ｒおよびｓは、独立に０または１で
ある）、
　２）Ｏｒ（Ｃ１～Ｃ３）パーフルオロアルキル（ｒは０または１である）、
　３）オキソ、
　４）ＯＨ、
　５）ハロ、
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　６）ＣＮ、
　７）（Ｃ２～Ｃ１０）アルケニル、
　８）（Ｃ２～Ｃ１０）アルキニル、
　９）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ３～Ｃ６）シクロアルキル、
　１０）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－アリール、
　１１）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－複素環、
　１２）（Ｃ＝Ｏ）ｒＯｓ（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－Ｎ（Ｒｂ）２、
　１３）Ｃ（Ｏ）Ｒａ、
　１４）（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－ＣＯ２Ｒａ、
　１５）Ｃ（Ｏ）Ｈ、
　１６）（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－ＣＯ２Ｈ、および
　１７）Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒｂ）２

　から選択され；
　上記のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、アリールおよび複素環が
、Ｒｂ、ＯＨ、（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ、ハロゲン、ＣＯ２Ｈ、ＣＮ、Ｏ（Ｃ＝Ｏ）Ｃ

１～Ｃ６アルキル、オキソおよびＮ（Ｒｂ）２から選択される３個以下の置換基で置換さ
れていても良く；
　Ｒ７およびＲ８が独立に、
　１）Ｈ、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　３）（Ｃ＝Ｏ）ＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、
　４）（Ｃ＝Ｏ）Ｏｂアリール、
　５）（Ｃ＝Ｏ）Ｏｂ複素環、
　６）Ｃ１～Ｃ１０アルキル、
　７）アリール、
　８）Ｃ２～Ｃ１０アルケニル、
　９）Ｃ２～Ｃ１０アルキニル、
　１０）複素環、
　１１）Ｃ３～Ｃ８シクロアルキル、
　１２）ＳＯ２Ｒａ、および
　１３）（Ｃ＝Ｏ）ＮＲｂ

２

　から選択され；
　上記のアルキル、シクロアルキル、アリール、複素環、アルケニルおよびアルキニルは
、Ｒ６から選択される１個、２個もしくは３個の置換基で置換されていても良く；あるい
は
　Ｒ７とＲ８がそれらが結合している窒素と一体となって、各環が５～７員であって、前
記窒素に加えて、Ｎ、ＯおよびＳから選択される１個もしくは２個の別のヘテロ原子を有
していても良い単環式もしくは二環式の複素環を形成していても良く；前記単環式もしく
は二環式複素環は、Ｒ６から選択される１個、２個もしくは３個の置換基で置換されてい
ても良く；
　Ｒａが、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、（Ｃ３～Ｃ６）シクロアルキル、アリールまたは複
素環であり；
　Ｒｂが、Ｈ、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、アリール、複素環、（Ｃ３～Ｃ６）シクロアル
キル、（Ｃ＝Ｏ）ＯＣ１～Ｃ６アルキル、（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１～Ｃ６アルキルまたはＳ（Ｏ）

２Ｒａである式ＩＩＩの化合物またはその化合物の製薬上許容される塩もしくは立体異性
体によって表される。
【００２７】
　別の実施形態は、Ｒ２′がＨと定義される直前に記載の式ＩＩＩの化合物またはその化
合物の製薬上許容される塩もしくは立体異性体である。
【００２８】
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　そしてさらに別の実施形態は、Ｒ１が、Ｒ５から選択される１以上の置換基で置換され
ていても良い（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、アリールおよびベンジルから選択される直前に記
載の式ＩＩＩの化合物またはその化合物の製薬上許容される塩もしくは立体異性体である
。
【００２９】
　別の実施形態は、
　Ｒ２が、（Ｃ１～Ｃ６）アルキルから選択され；Ｒ２′が、Ｈと定義され；Ｒ１が、Ｒ
５から選択される１以上の置換基で置換されていても良い（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、アリ
ールおよびベンジルから選択され；
　Ｒ３が、
　１）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０アルキル、
　２）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、
　３）Ｃ１～Ｃ６パーフルオロアルキル、
　４）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ３～Ｃ８シクロアルキル、
　５）（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環、
　６）ＳＯ２ＮＲ７Ｒ８、および
　７）ＳＯ２Ｃ１～Ｃ１０アルキル
　から選択され；
　上記のアルキル、アリール、シクロアルキルおよび複素環が、Ｒ５から選択される１個
、２個もしくは３個の置換基で置換されていても良く；
　Ｒ３′が、
　１）Ｃ１～Ｃ１０アルキル、
　２）アリール、
　３）Ｃ３～Ｃ８シクロアルキル
　から選択され；
　上記のアルキル、アリールおよびシクロアルキルが、（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂＣ１～Ｃ１０ア
ルキル、（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂアリール、（Ｃ＝Ｏ）ａＯｂ複素環（複素環は、ピロリジニル
、ピペリジニル、ピペラジニル、Ｎ－メチルピペラジニルおよびモルホリニルから選択さ
れる）、ハロ、ＯＨ、Ｏａ（Ｃ＝Ｏ）ｂＮＲ７Ｒ８から選択される１個もしくは２個の置
換基で置換されていても良い直前に記載の式ＩＩＩの化合物またはその化合物の製薬上許
容される塩もしくは立体異性体である。
【００３０】
　本発明の化合物の具体例には、
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［３，２－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］ベ
ンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－５，６－ジブロモ－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ
［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチル
アミノ）エチル］ベンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－６－ブロモ－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，
３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ
）エチル］ベンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］ベ
ンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－（２－メトキシエチル）ベンズアミド
；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（メチルアミノ）エチル］ベン
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ズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ベンズアミ
ド；
　Ｎ－（２－アミノエチル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒド
ロ－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモベンズアミド
；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－Ｎ－（４－ブロモベンゾイル）－β－アラニン酸エチル
；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－Ｎ－（４－ブロモベンゾイル）－β－アラニン；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］
ベンズアミド；
　Ｎ－（３－アミノプロピル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒ
ドロ－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモベンズアミ
ド；
　Ｎ－（３－アミノプロピル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒ
ドロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－フルオロベンズアミ
ド；
　Ｎ－（３－アミノプロピル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒ
ドロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－クロロベンズアミド
；
　Ｎ－（２－アミノエチル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒド
ロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－フルオロベンズアミド
；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）－２－メチルプロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ
）エチル］ベンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）－２－メチルプロピル］－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］－
４－メチルベンズアミド；
　Ｎ－（２－アミノエチル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒド
ロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－クロロベンズアミド；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（ジメチルアミノ）エチル
］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（メチルアミノ）エチル］
アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　２－｛１－［（３－アミノプロピル）（４－ブロモベンジル）アミノ］プロピル｝－３
－ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－クロロベンジル）［２－（ジメチルアミノ）エチル
］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－｛１－［［２－（ジメチルアミノ）エチル］（４－フルオロベンジ
ル）アミノ］プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－（（３，４－ジフルオロベンジル）［２－（ジメチルアミノ
）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（２，４－ジフルオロベンジル）［２－（ジメチルアミノ
）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　２－｛１－［（２－アミノエチル）（４－フルオロベンジル）アミノ］プロピル｝－３
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－ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　２－｛１－［（２－アミノエチル）（４－クロロベンジル）アミノ］プロピル｝－３－
ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－｛１－［［２－（ジメチルアミノ）エチル］（４－メチルベンジル
）アミノ］プロピル｝チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］［（２－メチルピリミ
ジン－５－イル）メチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３
Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］［２－（ジ
メチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ
）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（メチルアミノ）エチル］［（２－メチルピリミジ
ン－５－イル）メチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ
）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（ジメチルアミノ）エチル
］アミノ｝プロピル）チエノ［３，２－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［（２－ジメチルニトロリル）エ
チル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［３－（ジメチルニトロリル）プロピ
ル］－ベンズアミド；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－クロロベンジル）［（２－（ジメチル－ニトロリル
）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ－［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－フルオロベンジル）［（２－（ジメチル－ニトロリ
ル）エチル］アミノ｝プロピル）－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン
；
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－メチルベンジル）［（２－（ジメチル－ニトロリル
）エチル］アミノ｝プロピル）－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（３，４－ジフルオロベンジル）［（２－（ジメチル－ニ
トロリル）エチル］アミノ｝プロピル）－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）
－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛（６－クロロ－ピリジン－３－イル）メチル［２－（ジメ
チルニトロリル）エチル］アミノ｝－プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（
３Ｈ）－オン；
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルニトロリル）エチル］［（２－メチルピ
リミジン－５－イル）メチル］アミノ｝プロピル）チエノ－［２，３－ｄ］ピリミジン－
４（３Ｈ）－オン；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）－２－メチルプロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルニトロ
リル）－エチル］ベンズアミド；
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）－２－メチルプロピル］－Ｎ－［２－（ジメチルニトロリル）エチル
］－４－メチルベンズアミド
　ならびにそれらの製薬上許容される塩および光学異性体などがある。
【００３１】
　本発明の化合物の他の具体例には、
　Ｎ－（２－アミノエチル）－Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒド
ロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－クロロベンズアミドＨ
Ｃｌ塩；
　２－｛１－［（３－アミノプロピル）（４－ブロモベンジル）アミノ］プロピル｝－３
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－ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オンＴＦＡ塩；
　２－｛１－［（２－アミノエチル）（４－フルオロベンジル）アミノ］プロピル｝－３
－ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン・ビスＨＣｌ塩；
　２－｛１－［（２－アミノエチル）（４－クロロベンジル）アミノ］プロピル｝－３－
ベンジルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン・ビスＨＣｌ塩；
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（メチルアミノ）エチル］［（２－メチルピリミジ
ン－５－イル）メチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ
）－オンＴＦＡ塩；
　３－ベンジル－２－（１－｛（３，４－ジフルオロベンジル）［（２－（ジメチル－ニ
トロリル）エチル］アミノ｝プロピル）－チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）
－オンＴＦＡ塩；
　３－ベンジル－２－（１－｛（６－クロロ－ピリジン－３－イル）メチル［（２－（ジ
メチルニトロリル）エチル］アミノ｝－プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４
（３Ｈ）－オンＴＦＡ塩；および
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルニトロリル）エチル］［（２－メチルピ
リミジン－５－イル）メチル］アミノ｝プロピル）チエノ－［２，３－ｄ］ピリミジン－
４（３Ｈ）－オンＴＦＡ塩
　などがある。
【００３２】
　本発明の化合物は、不斉中心、キラル軸およびキラル面（E. L. Eliel and S. H. Wile
n, Stereochemistry of Carbon Compounds, John Wiley & Sons, New York, 1994, pp.11
19-1190に記載）を有することができ、ラセミ化合物、ラセミ混合物および個々のジアス
テレオマーとして得られる場合がある。光学異性体を含むそれの可能な異性体および混合
物はいずれも本発明に含まれる。さらに本明細書に開示の化合物は互変異体として存在す
る場合があり、一方の互変異構造のみが描かれている場合であっても、両方の互変異体が
本発明の範囲によって包含されるものである。例えば、下記の化合物Ａに対する特許請求
の範囲は、互変異構造Ｂを含むものと理解され、その逆も当てはまり、それらの混合物も
含まれる。
【００３３】
【化８】

【００３４】
　いずれかの変数（例：Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６など）が、いずれかの構成要素に複数個存在す
る場合、各場合についてのそれの定義は、他のいずれの場合でも独立である。さらに、置
換基および変数の組合せは、そのような組合せによって安定な化合物が得られる場合にの
み許容される。置換基から環系に引かれた線は、示された結合が置換可能な環原子のいず
れに結合していても良いことを示す。
【００３５】
　当業者が本発明の化合物上の置換基および置換パターンを選択して、化学的に安定であ
って、容易に入手可能な原料から当業界で公知の技術ならびに下記に記載の方法によって
容易に合成可能な化合物を提供できることは明らかである。置換基自体が複数の基で置換
されている場合、安定な構造が得られる限りにおいて、それらの複数の基は同一炭素上に
あっても異なる炭素上にあっても良いことは明らかである。「１以上の置換基で置換され
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ていても良い」という表現は、「少なくとも１個の置換基で置換されていても良い」とい
う表現と等価であると理解すべきであり、さらに別の実施形態では、０～３個の置換基を
有するものである。
【００３６】
　特許請求の範囲における「または」という言葉は、それの論理作用素定義に従って、列
記された単一の要素ならびに挙げられた要素のいずれかの組み合わせを包含するものと解
釈すべきである。例えば、「またはそれの製薬上許容される塩もしくは立体異性体」とい
う表現は、「または記載化合物の製薬上許容される塩、記載化合物の立体異性体、ならび
に記載化合物の立体異性体の製薬上許容される塩」を表す。
【００３７】
　本明細書で使用される場合に「アルキル」とは、指定された数の炭素原子を有する分岐
および直鎖の両方の飽和脂肪族炭化水素を含むものである。例えば、「Ｃ１～Ｃ１０アル
キル」の場合のようなＣ１～Ｃ１０は、直鎖または分岐の配置で１、２、３、４、５、６
、７、８、９または１０子の炭素を有する基を含むものと定義される。例えば「Ｃ１～Ｃ

１０アルキル」は具体的には、メチル、エチル、ｎ－プロピル、ｉ－プロピル、ｎ－ブチ
ル、ｔ－ブチル、ｉ－ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシ
ルなどを含む。「シクロアルキル」という用語は、指定数の炭素原子を有する単環式飽和
脂肪族炭化水素基を意味する。例えば「シクロアルキル」には、シクロプロピル、メチル
－シクロプロピル、２，２－ジメチル－シクロブチル、２－エチル－シクロペンチル、シ
クロヘキシルなどがある。
【００３８】
　「アルコキシ」は、酸素架橋を介して結合した指定数の炭素原子の環状もしくは非環状
アルキル基を表す。従って「アルコキシ」は、上記のアルキルおよびシクロアルキルの定
義を包含するものである。
【００３９】
　炭素原子数の指定がない場合、「アルケニル」という用語は、２～１０個の炭素原子お
よび少なくとも１個の炭素－炭素二重結合を有する直鎖、分岐もしくは環状の非芳香族炭
化水素基を指す。他の実施形態においては、１個の炭素－炭素二重結合が存在し、４個ま
での非芳香族炭素－炭素二重結合が存在し得る。そこで「Ｃ２～Ｃ６アルケニル」とは、
２～６個の炭素原子を有するアルケニル基を意味する。アルケニル基には、エテニル、プ
ロペニル、ブテニル、２－メチルブテニルおよびシクロヘキセニルなどがある。アルケニ
ル基の直鎖、分岐または環状部分が二重結合を有することができ、置換アルケニル基が示
されている場合には置換されていても良い。
【００４０】
　「アルキニル」という用語は、２～１０個の炭素原子および少なくとも１個の炭素－炭
素三重結合を有する直鎖、分岐もしくは環状の炭化水素基を指す。３個までの炭素－炭素
三重結合が存在していても良い。従って、「Ｃ２～Ｃ６アルキニル」とは、２～６個の炭
素原子を有するアルキニル基を意味する。アルキニル基には、エチニル、プロピニル、ブ
チニル、３－メチルブチニルなどがある。アルキニル基の直鎖、分岐または環状部分が三
重結合を有することができ、置換アルキニル基が示されている場合には置換されていても
良い。
【００４１】
　ある場合には、置換基は（Ｃ０～Ｃ６）アルキレン－アリールのようにゼロを含む炭素
範囲で定義することができる。アリールがフェニルであるとした場合、それの定義はフェ
ニル自体ならびに－ＣＨ２Ｐｈ、－ＣＨ２ＣＨ２Ｐｈ、ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ

３）Ｐhなどを含むものと考えられる。
【００４２】
　本明細書で使用される場合の「アリール」および「アラルキル」での「アル（ar）」と
は、各環７個以下の原子の安定な単環式もしくは二環式の炭素環であって、少なくとも１
個の環が芳香族であるものを意味するものである。そのようなアリール要素の例には、フ
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ェニル、ナフチル、テトラヒドロナフチル、インダニルおよびビフェニルなどがある。ア
リール置換基が二環式であり、１個の環が非芳香族である場合、結合は芳香族環を介した
ものであることは明らかである。
【００４３】
　本明細書で使用されるヘテロアリールという用語は、各環７個以下の原子の安定な単環
式もしくは二環式環であって、少なくとも１個の環が芳香族であり、Ｏ、ＮおよびＳを含
む群から選択される１～４個のヘテロ原子を有するものを表す。
【００４４】
　この定義の範囲に含まれるヘテロアリール基には、アクリジニル、カルバゾリル、シン
ノリニル、キノキザリニル、ピラゾリル、インドリル、ベンゾトリアゾリル、フラニル、
チエニル、ベンゾチエニル、ベンゾフラニル、キノリニル、イソキノリニル、オキサゾリ
ル、イソオキサゾリル、インドリル、ピラジニル、ピリダジニル、ピリジニル、ピリミジ
ニル、ピロリル、テトラヒドロキノリンなどがあるが、これらに限定されるものではない
。以下の複素環の定義と同様に、「ヘテロアリール」も含窒素ヘテロアリールのＮ－オキ
サイド誘導体を含むものと理解される。
【００４５】
　ヘテロアリール置換基が二環式であり、一つの環が非芳香族であるかヘテロ原子を含ま
ない場合、結合はそれぞれ、芳香族環または含ヘテロ原子環を介したものであることは明
らかである。
【００４６】
　本明細書で使用される「複素環」または「複素環系」という用語は、Ｏ、ＮおよびＳを
含む群から選択される１～４個のヘテロ原子を有する５～１０員の芳香族もしくは非芳香
族複素環を意味するものであり、二環式の基を含む。従って「複素環」は、上記のヘテロ
アリール類、ならびにそれらのジヒドロおよびテトラヒドロ類縁体を含むものである。「
複素環」のさらに別の例には、ベンゾイミダゾリル、ベンゾフラニル、ベンゾフラザニル
、ベンゾピラゾリル、ベンゾトリアゾリル、ベンゾチオフェニル、ベンゾオキサゾリル、
カルバゾリル、カルボリニル、シンノリニル、フラニル、イミダゾリル、インドリニル、
インドリル、インドラジニル、インダゾリル、イソベンゾフラニル、イソインドリル、イ
ソキノリル、イソチアゾリル、イソオキサゾリル、ナフトピリジニル、オキサジアゾリル
、オキサゾリル、オキサゾリン、イソオキサゾリン、オキセタニル、ピラニル、ピラジニ
ル、ピラゾリル、ピリダジニル、ピリドピリジニル、ピリダジニル、ピリジル、ピリミジ
ル、ピロリル、キナゾリニル、キノリル、キノキザリニル、テトラヒドロピラニル、テト
ラゾリル、テトラゾロピリジル、チアジアゾリル、チアゾリル、チエニル、トリアゾリル
、アゼチジニル、１，４－ジオキサニル、ヘキサヒドロアゼピニル、ピペラジニル、ピペ
リジニル、ピリジン－２－オニル、ピロリジニル、モルホリニル、チオモルホリニル、ジ
ヒドロベンゾイミダゾリル、ジヒドロベンゾフラニル、ジヒドロベンゾチオフェニル、ジ
ヒドロベンゾオキサゾリル、ジヒドロフラニル、ジヒドロイミダゾリル、ジヒドロインド
リル、ジヒドロイソオキサゾリル、ジヒドロイソチアゾリル、ジヒドロオキサジアゾリル
、ジヒドロオキサゾリル、ジヒドロピラジニル、ジヒドロピラゾリル、ジヒドロピリジニ
ル、ジヒドロピリミジニル、ジヒドロピロリル、ジヒドロキノリニル、ジヒドロテトラゾ
リル、ジヒドロチアジアゾリル、ジヒドロチアゾリル、ジヒドロチエニル、ジヒドロトリ
アゾリル、ジヒドロアゼチジニル、メチレンジオキシベンゾイル、テトラヒドロフラニル
およびテトラヒドロチエニル、ならびにこれらのＮ－オキサイドなどがあるが、これらに
限定されるものではない。複素環置換基の結合は、炭素原子を介したもの、またはヘテロ
原子を介したものであることができる。
【００４７】
　別の実施形態において複素環は、２－アゼピノン、ベンズイミダゾリル、２－ジアザピ
ノン、イミダゾリル、２－イミダゾリジノン、インドリル、イソキノリニル、モルホリニ
ル、ピペリジル、ピペラジニル、ピリジル、ピロリジニル、２－ピペリジノン、２－ピリ
ミジノン、２－ピロリジノン、キノリニル、テトラヒドロフリル、テトラヒドロイソキノ
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【００４８】
　当業者には明らかなように、本明細書で使用される「ハロ」または「ハロゲン」とは、
塩素、フッ素、臭素およびヨウ素を含むものである。
【００４９】
　別段の具体的な定義がない限り、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル
、アリール、ヘテロアリールおよび複素環置換基は、未置換であっても未置換であっても
良い。例えば（Ｃ１～Ｃ６）アルキルは、ＯＨ、オキソ、ハロゲン、アルコキシ、ジアル
キルアミノあるいはモルホリニル、ピペリジニルなどの複素環から選択される１個、２個
もしくは３個の置換基で置換されていても良い。その場合、１個の置換基がオキソであり
、他方がＯＨである場合には、その定義には－Ｃ＝Ｏ）ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３、－（
Ｃ＝Ｏ）ＯＨ、－ＣＨ２（ＯＨ）ＣＨ２ＣＨ（Ｏ）などが含まれる。
【００５０】
　下記の構造：
【００５１】
【化９】

によって表される部分には、以下のものなどがある。
【００５２】
【化１０】

【００５３】
　基：
【００５４】

【化１１】

の例には、以下のもの：
【００５５】
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【化１２】

などがあるが、これらに限定されるものではなく、留意すべき点として複素環ＱはＲ５か
ら選択される１個、２個もしくは３個の置換基で置換されていても良い。
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【００５６】
　別の実施形態では、基：
【００５７】
【化１３】

は、以下のもの：
【００５８】
【化１４】

から選択されるが、留意すべき点として複素環ＱはＲ５から選択される１個、２個もしく
は３個の置換基で置換されていても良い。
【００５９】
　Ｒ２およびＲ２′が一体となって－（ＣＨ２）ｕ－を形成している場合、環状部分が形
成される。そのような環状部分の例には、下記のものなどがあるが、これらに限定される
ものではない。
【００６０】
【化１５】

　さらに、そのような環状部分はヘテロ原子を有していても良い。そのような含ヘテロ原
子環状部分の例には、以下のものなどがあるが、これらに限定されるものではない。
【００６１】
【化１６】

　ある場合においてＲ７およびＲ８は、それらが結合している窒素と一体となって、各環
が５～７員であり、前記窒素に加えてＮ、ＯおよびＳから選択される１個もしくは２個の
別のヘテロ原子を有していても良い単環式または二環式の複素環であって、Ｒ６ａから選
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択される１以上の置換基で置換されていても良いものを形成し得るように定義される。そ
うして形成し得る複素環の例には、下記のものなどがあるが、これらに限定されるもので
はなく、留意すべき点として前記複素環はＲ６から選択される１以上の（そして好ましく
は、１個、２個もしくは３個）置換基で置換されていても良い。
【００６２】
【化１７】

【００６３】
　別の態様においてＲ１は、Ｒ５から選択される１以上の置換基で置換されていても良い
Ｈ、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、アリールおよび（Ｃ１～Ｃ６）アラルキルから選択される
。さらに別の態様において、Ｒ１はＲ５から選択される１～３個の置換基で置換されてい
ても良いベンジルである。
【００６４】
　別の態様においてＲ２は、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、アリールおよびアリール（Ｃ１～
Ｃ６）アルキルから選択される。さらに別の態様においてＲ２は、Ｃ２～Ｃ６－アルキル
である。
【００６５】
　別の態様において、Ｒ２′の定義はＨである。
【００６６】
　さらに別の態様において、Ｒ２はＨ、（Ｃ１～Ｃ６）アルキルおよびハロから選択され
る。
【００６７】
　さらに別の態様において、Ｒ４は（Ｃ１～Ｃ６）アルキルおよびハロから選択される。
【００６８】
　さらに別の態様において、ｎは０である。
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【００６９】
　１実施形態においてＲ５は、ハロ、Ｃ１～Ｃ６アルキル、ＯＣ１～Ｃ６アルキレンＮＲ
７Ｒ８、（Ｃ＝Ｏ）ａＣ０～Ｃ６アルキレン－Ｔ（ＴはＨ、ＯＨ、ＣＯ２ＨまたはＯＣ１

～Ｃ６アルキルである）、ＳＯ２ＮＨ２、Ｒ６から選択される１～３個の置換基で置換さ
れていても良いＣ１～Ｃ６アルキレンＮＲ７Ｒ８またはＯＣ０～Ｃ６アルキレン－複素環
、Ｃ０～Ｃ６アルキレンＮＲ７Ｒ８、（Ｃ＝Ｏ）ＮＲ７Ｒ８またはＯＣ１～Ｃ３アルキレ
ン－（Ｃ＝Ｏ）ＮＲ７Ｒ８と定義される。さらに別の実施形態ではＲ５は、ハロ、Ｃ１～
Ｃ６アルキルまたはＣ１～Ｃ３アルキレンＮＲ７Ｒ８である。
【００７０】
　本発明には、遊離型の式Ｉの化合物、ならびにそれの製薬上許容される塩および立体異
性体が含まれる。本明細書に例示の具体的化合物の一部は、アミン化合物のプロトン化塩
である。「遊離型」という用語は、非塩型でのアミン化合物を指す。包含される製薬上許
容される塩は、本明細書に記載の具体的な化合物について例示される塩だけでなく、遊離
型の式Ｉの化合物の全ての代表的な製薬上許容される塩も含むものである。記載されてい
る具体的な塩化合物の遊離型は、当業界で公知の方法を用いて単離することができる。例
えばその遊離型は、希ＮａＯＨ、炭酸カリウム、アンモニアおよび重炭酸ナトリウム水溶
液などの好適な希塩基水溶液で塩を処理することで再生させることができる。遊離型は、
極性溶媒中での溶解度のようなある種の物理特性において、それらの個々の塩型とは若干
異なる可能性があるが、本発明に関しては、それ以外の点において酸塩および塩基塩は、
それらの個々の遊離型と製薬上等価である。
【００７１】
　本発明の化合物の製薬上許容される塩は、従来の化学的方法によって、塩基性部分また
は酸性部分を有する本発明の化合物から合成することができる。通常、塩基性化合物の塩
は、イオン交換クロマトグラフィーによって、あるいは好適な溶媒中もしくは各種組み合
わせの溶媒中での化学量論量もしくは過剰量の所望の塩形成性無機もしくは有機酸と遊離
塩基を反応させることで製造される。同様に酸性化合物の塩は、適切な無機もしくは有機
塩基との反応によって形成される。
【００７２】
　そこで、本発明の化合物の製薬上許容される塩には、塩基性の本発明の化合物を無機も
しくは有機酸と反応させることで形成される本発明の化合物の従来の無毒性塩が含まれる
。例えば、従来の無毒性塩には、塩酸、臭化水素酸、硫酸、スルファミン酸、リン酸、硝
酸などの無機酸から誘導される塩、ならびに酢酸、プロピオン酸、コハク酸、グリコール
酸、ステアリン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、アスコルビン酸、パモン酸、マ
レイン酸、ヒドロキシマレイン酸、フェニル酢酸、グルタミン酸、安息香酸、サリチル酸
、スルファニル酸、２－アセトキシ安息香酸、フマル酸、トルエンスルホン酸、メタンス
ルホン酸、エタンジスルホン酸、シュウ酸、イセチオン酸、トリフルオロ酢酸などの有機
酸から製造される塩などがある。
【００７３】
　本発明の化合物が酸性である場合、好適な「製薬上許容される塩」とは、無機塩基およ
び有機塩基などの製薬上許容される無毒性塩基から製造される塩を指す。無機塩基から誘
導される塩には、アルミニウム塩、アンモニウム塩、カルシウム塩、銅塩、第二鉄塩、第
一鉄塩、リチウム塩、マグネシウム塩、第二マンガン塩、第一マンガン塩、カリウム塩、
ナトリウム塩および亜鉛塩などがある。１実施形態では、アンモニウム塩、カルシウム塩
、マグネシウム塩、カリウム塩およびナトリウム塩である。製薬上許容される有機無毒性
塩基から誘導される塩には、アルギニン、ベタイン、カフェイン、コリン、Ｎ，Ｎ１－ジ
ベンジルエチレンジアミン、ジエチルアミン、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、イソプ
ロピルアミン、リジン、メチルグルカミン、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、プリン類、テオブロミン、トリエチルアミン、トリメチルアミ
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ン、トリプロピルアミン、トロメタミンなどの１級、２級および３級アミン、天然置換ア
ミンなどの置換アミン、環状アミンならびに塩基性イオン交換樹脂の塩などがある。
【００７４】
　上記の製薬上許容される塩および他の代表的な製薬上許容される塩の製造については、
バージらの報告（Berge, et al., ″Pharmaceutical Salts″, J. Pharm. Sci., 1977; 6
6: 1-19）により詳細に記載されている。
【００７５】
　生理条件下では、カルボキシル基などの化合物中の脱プロトン化された酸性部分がアニ
オン性であることができ、その電荷が４級窒素原子などのプロトン化もしくはアルキル化
された塩基性部分のカチオン電荷に対して分子内で均衡を取ったものとなる可能性がある
ことから、本発明の化合物が分子内塩または両性イオンである可能性があることも留意す
べきである。
【００７６】
　下記の化学の説明および実施例において使用される略称は以下の通りである。
【００７７】
　Ｂｏｃ：ｔ－ブトキシカルボニル；
　ＤＣＥ：ジクロロエタン；
　ＤＭＦ：ジメチルホルムアミド；
　ＥＤＣ：１－（３－ジメチルアミノプロピル）－３－エチル－カルボジイミド・塩酸塩
；
　Ｅｔ３Ｎ：トリエチルアミン；
　ＥｔＯＡｃ：酢酸エチル；
　ＨＰＬＣ：高速液体クロマトグラフィー；
　ＫＯＨ：水酸化カリウム；
　ＰｙＢｏｐ：ベンゾトリアゾール－１－イル－オキシ－トリスピロリジノ；
　ＴＥＡ：トリエチルアミン；
　ＴＦＡ：トリフルオロ酢酸；
　ＴＨＦ：テトラヒドロフラン。
【００７８】
　文献で公知であるか実験手順で例示されている他の標準的な操作に加えて、下記の図式
に示した反応を用いることで、本発明の化合物を製造することができる。従って、下記の
例示的な図式は、挙げられた化合物や例示を目的として用いられる特定の置換基によって
制限されるものではない。図式で示されている置換基の番号付けは、特許請求の範囲で用
いられているものと必ずしも対応しておらず、明瞭を期して、単一の置換基が化合物に結
合した状態で示している場合が多いが、上記の式Ｉの定義下では複数の置換基が可能であ
る。
【００７９】
　図式
　図式Ａに示したように、２－ブロモメチルチエノ［３，２－ｄ］ピリミジン試薬Ａ－５
は、好適に置換されたチエニルエステルを原料として合成することができる。次に、各種
の好適に置換されたアミンを用いて臭化物に置き換えて、本発明の化合物Ａ－６を得るこ
とができ、それをさらにＮ－アルキル化することができる。
【００８０】
　図式Ｂには、位置異性体のチエノ［２，３－ｄ］ピリミジンである本発明の化合物Ｂ－
６およびＢ－７を製造する合成経路を示してある。
【００８１】
　図式Ｃに示したように、チエノ環に置換基を持たない中間体Ｃ－１の直接臭素化によっ
て、ポリ臭素化中間体Ｃ－２およびＣ－３が得られる。その６－ブロモ中間体を上記の方
法に従って反応させて、アミン部分を組み込み、次に水素化によって臭素を除去して、図
式Ｄに示した本発明の化合物Ｄ－２を得ることができる。別法として、図式Ｅに示したよ
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本発明の化合物Ｅ－１を得ることができる。
【００８２】
　図式Ｆには、Ｄ－１中間体からのエステルおよびアミドの合成を示してある。
【００８３】
　図式Ｇには、チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン系の中間体Ｇ－２を製造するための別途
合成経路を示してある。
【００８４】
【化１８】

【００８５】
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【００８６】
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【化２０】

【００８７】
【化２１】
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【化２２】

【００８９】
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【００９０】
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【化２４】

【００９１】
【化２５】

【００９２】
　用途
　本発明の化合物には各種用途がある。
【００９３】
　当業者には明らかなように、有糸分裂は多様な形態で変化させることができる。すなわ
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ち、有糸分裂経路における構成要素の活性を高めたり低下させたりすることで有糸分裂に
影響を与えることができる。別の表現をすれば、ある種の構成要素を阻害または活性化さ
せることで平衡を乱すことにより、有糸分裂に影響を与える（例えば、破壊）ことができ
る。同様の手法を用いて、減数分裂を変化させることができる。
【００９４】
　別の実施形態では、本発明の化合物を用いて、有糸分裂紡錘体を調節して、それによっ
て有糸分裂における細胞周期停止を長くすることができる。本明細書において「調節」と
は、紡錘体形成の増加および減少を含む有糸分裂紡錘体形成の変化を意味する。本明細書
において「有糸分裂紡錘体形成」とは、有糸分裂キネシンが微小管をまとめて双極構造と
することを意味する。本明細書において「有糸分裂紡錘体機能不全」とは有糸分裂停止お
よび単離紡錘体形成を意味する。
【００９５】
　本発明の化合物は、有糸分裂キネシンに結合したり、ないしはそれの活性を調節する上
で有用である。別の実施形態において有糸分裂キネシンは、有糸分裂キネシンのｂｉｍＣ
サブファミリー（米国特許第６２８４４８０号第５欄に記載）の一員である。さらに別の
態様において、有糸分裂キネシンはヒトＫＳＰである。ただし、他の生物からの有糸分裂
キネシンの活性も、本発明の化合物によって調節可能である。この文脈において調節とは
、紡錘体極分離を増加もしくは減少させること、有糸分裂紡錘体極の形成異常、すなわち
広がりを引き起こすこと、またはその他の形での有糸分裂紡錘体の形態的乱れを引き起こ
すことを意味する。これらの関してＫＳＰの定義には、ＫＳＰの変種および／または断片
も含まれる（１９９９年１０月２７日出願のＰＣＴ公開ＷＯ　０１／３１３３５「細胞増
殖の調節剤のスクリーニング方法および細胞増殖状態の診断方法（Methods of Screening
 for Modulators of Cell Proliferation and Methods of Diagnosing Cell Proliferati
on States）」参照；参照によってその全体が本明細書に組み込まれる）。さらに、本発
明の化合物によって他の有糸分裂キネシンを阻害することができる。
【００９６】
　本発明の化合物を用いて、細胞増殖疾患を治療することができる。本発明で定業される
方法および組成物によって治療可能な疾患状態には、癌（下記でさらに説明）、自己免疫
疾患、関節炎、移植片拒絶、炎症性腸疾患、医学的処置（例えば、手術、血管形成術など
（それらに限定されるものではない））後誘発増殖などがあるが、これらに限定されるも
のではない。場合によっては、細胞は過増殖状態でも低増殖状態（異常状態）でもないが
、なお治療が必要である可能性があることは明らかである。例えば創傷治癒の際には、細
胞は「正常に」増殖している可能性があるが、増殖の促進が望ましい場合がある。同様に
、上記で説明したように、農業分野において、細胞は「正常」状態にあるが、作物の成長
を直接促進することで、あるいは作物に悪影響を与える植物もしくは生物の成長を阻害す
ることで増殖調節を行って、作物を増加させることが望ましい場合がある。そこで１実施
形態において、本明細書に記載の本発明には、これらの障害もしくは状態のいずれかにな
っているか、あるいはそれになりそうな細胞または固体への使用が含まれる。
【００９７】
　本明細書で提供される化合物、組成物および方法は特に、皮膚癌、乳癌、脳腫瘍、子宮
頸癌、睾丸癌などの固形腫瘍を含む癌の治療において有用であると考えられる。より詳細
には、本発明の化合物、組成物および方法によって治療可能な癌には、心臓：肉腫（血管
肉腫、線維肉腫、横紋筋肉腫、脂肪肉腫）、粘液腺腫、横紋筋腫、線維腫、脂肪腫および
奇形腫；肺：気管支原性癌（扁平上皮細胞、未分化小細胞、未分化大細胞、腺癌）、肺胞
腺癌（細気管支癌）、気管支腺腫、肉腫、リンパ腫、軟骨腫様過誤腫、中皮腫；消化管：
食道癌（扁平上皮細胞癌、腺癌、平滑筋肉腫、リンパ腫）、胃癌（癌、リンパ腫、平滑筋
肉腫）、膵臓（導管性腺癌、インシュリノーマ、グルカゴン産生腫瘍、ガストリン産生腫
瘍、カルチノイド腫瘍、ビポーマ）、小腸（腺癌、リンパ腫、カルチノイド腫瘍、カポジ
肉腫、平滑筋腫、血管腫、脂肪腫、神経線維腫、線維腫）、大腸（腺癌、腺管腺腫、絨毛
腺腫、過誤腫、平滑筋腫）；尿生殖器管：腎臓（腺癌、ウィルムス腫瘍［腎芽細胞腫］、
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リンパ腫、白血病）、膀胱および尿道（扁平上皮細胞癌、移行上皮癌、腺癌）、前立腺（
腺癌、肉腫）、睾丸（精上皮腫、奇形腫、胎生期癌、奇形癌、絨毛膜癌、肉腫、間細胞癌
、線維腫、線維腺腫、類腺腫瘍、脂肪腫）；肝臓：肝癌（肝細胞癌）、胆管癌、肝芽細胞
腫、血管肉腫、肝細胞腺腫、血管腫；骨：骨原性肉腫（骨肉腫）、線維肉腫、悪性線維性
組織球腫、軟骨肉腫、ユーイング肉腫、悪性リンパ腫（細網細胞肉腫）、多発性骨髄腫、
悪性巨大細胞腫瘍、軟骨腫、骨軟骨腫（osteochronfroma）（骨軟骨性外骨症）、良性軟
骨腫、軟骨芽腫、軟骨粘液線維腫、類骨骨腫および巨大細胞腫瘍；神経系：頭蓋（骨腫、
血管腫、肉芽腫、黄色腫、変形性骨炎）、髄膜（髄膜腫、髄膜肉腫、神経膠腫症）、脳（
星状細胞腫、髄芽細胞腫、神経膠腫、上衣腫、胚細胞腫［松果体腫］、多形性膠芽腫、乏
突起細胞腫、シュヴァン鞘腫、網膜芽腫、先天性腫瘍）、脊髄神経線維腫、髄膜腫、神経
膠腫、肉腫）；婦人科系：子宮（子宮内膜癌）、頸部（子宮頸癌、前腫瘍子宮頸部形成異
常）、卵巣（卵巣癌［漿液性嚢胞腺癌、粘液性嚢胞腺癌、未分類の癌］、顆粒膜卵胞膜細
胞腫、セルトリ－ライディッヒ（Sertoli-Leydig）細胞腫瘍、未分化胚細胞腫、悪性奇形
腫）、外陰（扁平上皮細胞癌、上皮内癌、腺癌、線維肉腫、メラノーマ）、膣（明細胞癌
、扁平上皮細胞癌、ブドウ状肉腫（胎児性横紋筋肉腫）、ファロピーオ管（癌）；血液系
：血液（骨髄性白血病［急性および慢性］、急性リンパ芽球性白血病、慢性リンパ球性白
血病、骨髄増殖性疾患、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群）、ホジキン病、非ホジキンリ
ンパ腫［悪性リンパ腫］；皮膚：悪性メラノーマ、基底細胞癌、扁平上皮細胞癌、カポジ
肉腫、ほくろ形成異常母斑、脂肪腫、血管腫、皮膚線維腫、ケロイド、乾癬；ならびに副
腎：神経芽細胞腫などがあるが、これらに限定されるものではない。従って、本明細書で
与えられる「癌細胞」という用語は、上記で確認された状態のいずれかになっている細胞
を含むものである。
【００９８】
　本発明の化合物は、米国特許第６２８４４８０号に記載のようなｂｉｍＣキネシン小群
の真菌構成員の活性を調節することで、抗真菌剤としても有用である可能性がある。
【００９９】
　本発明の化合物は、標準的な製薬上の実務に従って、単独であるいは別の態様では医薬
組成物中で製薬上許容される担体、賦形剤または希釈剤と組み合わせて、哺乳動物、好ま
しくはヒトに投与することができる。その化合物は、静脈、筋肉、腹腔内、皮下、直腸お
よび局所の投与経路等で経口もしくは非経口で投与することができる。
【０１００】
　さらに本発明の化合物は、１９９９年７月２０日出願のＵＳＳＮ６０／１４４６４３（
参照によって、本明細書に組み込まれるものとする）に記載のものなどのゲル押出機構（
ＧＥＭ）装置を用いて、投与を必要とする哺乳動物に投与することができる。
【０１０１】
　本明細書で使用する場合、「組成物」という用語は、所定量で所定の成分を含有するも
の、ならびに直接もしくは間接に所定の成分を所定量で組み合わせることで得られるもの
を含むものである。
【０１０２】
　有効成分を含む医薬組成物は、例えば錠剤、トローチ、ロゼンジ剤、水系もしくは油系
の懸濁液、分散性粉体もしくは粒剤、乳濁液、硬もしくは軟カプセルまたはシロップもし
くはエリキシル剤などの経口用に適した剤型とすることができる。経口投与用組成物は、
医薬組成物の製造に関して当業界で公知のいずれかの方法に従って製造することができ、
そのような組成物には、甘味剤、香味剤、着色剤および保存剤から成る群から選択される
１以上の薬剤を含有させて、医薬的に見た目および風味が良い製剤を提供することができ
る。錠剤は、錠剤製造に好適な無毒性の製薬上許容される賦形剤との混合で有効成分を含
有する。これらの賦形剤には例えば、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム、乳糖、リン酸カ
ルシウムもしくはリン酸ナトリウムなどの不活性希釈剤；および微結晶セルロース、クロ
スカルメロース（crosscarmellose）ナトリウム、コーンスターチもしくはアルギン酸な
どの造粒剤および崩壊剤；デンプン、ゼラチン、ポリビニルピロリドンもしくはアカシア
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などの結合剤；ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸もしくはタルクなどの潤滑剤な
どがあり得る。錠剤は未コーティングとすることができるか、あるいは公知の方法によっ
てコーティングを施して、薬剤の不快な味を隠したり、消化管での崩壊および吸収を遅延
させ、それによって比較的長期間にわたって持続的作用を提供するようにすることができ
る。例えば、ヒドロキシプロピル－メチルセルロースもしくはヒドロキシプロピルセルロ
ースなどの水溶性味被覆材料またはエチルセルロース、酢酸酪酸セルロースなどの時間遅
延材料を用いることができる。
【０１０３】
　経口投与用製剤は、有効成分を例えば炭酸カルシウム、リン酸カルシウムもしくはカオ
リンなどの不活性固体希釈剤と混和した硬ゼラチンカプセルとして、あるいは有効成分を
、ポリエチレングリコールなどの水溶性担体または例えば落花生油、液体パラフィンもし
くはオリーブ油などの油系媒体と混和した軟ゼラチンカプセルとして提供することもでき
る。
【０１０４】
　水系懸濁液は、水系懸濁液の製造に好適な賦形剤と混和した形で活性材料を含む。その
ような賦形剤には、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース、ヒドロ
キシプロピルメチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニルピロリドン、トラガ
カントガムおよびアカシアガムなどの懸濁剤がある。分散剤または湿展剤には、レシチン
などの天然ホスファチド、あるいは例えばポリオキシエチレンステアレートなどのアルキ
レンオキサイドと脂肪酸との縮合生成物、またはヘプタデカエチレンオキシセタノールな
どのエチレンオキサイドと長鎖脂肪族アルコールとの縮合生成物、またはポリオキシエチ
レンソルビトールモノオレエートなどのエチレンオキサイドと脂肪酸およびヘキシトール
から誘導される部分エステルとの縮合生成物、または例えばポリエチレンソルビタンモノ
オレエートなどのエチレンオキサイドと脂肪酸およびヘキシトール無水物から誘導される
部分エステルとの縮合生成物があり得る。水系懸濁液には、例えばｐ－ヒドロキシ安息香
酸のエチルもしくはｎ－プロピルエステルなどの１以上の保存剤、１以上の着色剤、１以
上の香味剤、ショ糖、サッカリンもしくはアスパルテームなどの１以上の甘味剤を含有さ
せることもできる。
【０１０５】
　油系懸濁液は、例えば落花生油、オリーブ油、ゴマ油もしくはヤシ油などの植物油また
は液体パラフィンなどの鉱油中に有効成分を懸濁させることで製剤することができる。油
系懸濁液には、蜜ロウ、硬パラフィンもしくはセチルアルコールなどの増粘剤を含有させ
ることができる。上記のような甘味剤および香味剤を加えて、風味の良い経口製剤を得る
ことができる。これらの組成物は、ブチル化ヒドロキシアニソールまたはα－トコフェロ
ールなどの酸化防止剤を加えることで防腐することができる。
【０１０６】
　水を加えることで水系懸濁液を調製する上で好適な分散性粉体および粒剤では、有効成
分を、分散剤もしくは湿展剤、懸濁剤および１以上の保存剤と混合する。好適な分散剤も
しくは湿展剤および懸濁剤の例としては、前述したものがある。例えば甘味剤、香味剤お
よび着色剤などの別の賦形剤を存在させることもできる。これらの組成物は、アスコルビ
ン酸などの酸化防止剤を加えることで防腐することができる。
【０１０７】
　本発明の医薬組成物はまた、水中油型乳濁液の形とすることもできる。油相は、オリー
ブ油もしくは落花生油などの植物油または液体パラフィンなどの鉱油、あるいはそれらの
混合物とすることができる。好適な乳化剤には、例えば大豆レシチンなどの天然ホスファ
チド；ならびに、ソルビタンモノオレエートなどの脂肪酸とヘキシトール無水物から誘導
されるエステルもしくは部分エステル、および例えばポリオキシエチレンソルビタンモノ
オレエートなどのエチレンオキサイドと前記部分エステルとの縮合生成物があり得る。乳
濁液にはさらに、甘味剤、香味剤、保存剤および酸化防止剤を含有させることもできる。
【０１０８】
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　シロップおよびエリキシル剤は、例えばグリセリン、プロピレングリコール、ソルビト
ールまたはショ糖などの甘味剤を加えて製剤することができる。そのような製剤には、粘
滑剤、保存剤、香味剤および着色剤ならびに酸化防止剤を含有させることもできる。
【０１０９】
　医薬組成物は、無菌の注射用水溶液の形とすることができる。使用可能な許容される担
体および溶媒には、水、リンゲル液および等張塩化ナトリウム溶液がある。
【０１１０】
　無菌注射用製剤は、有功成分を油相に溶かした無菌注射用水中油ミクロ乳濁液であるこ
ともできる。例えば、最初に有効成分を大豆油とレシチンの混合物の溶かすことができる
、次に、その油系溶液を水とグリセリンの混合液に入れ、処理してミクロ乳濁液を形成す
る。
【０１１１】
　注射用液剤またはミクロ乳濁液は、局所ボラス注射によって患者の血流に導入すること
ができる。別法として、本発明の化合物の一定の循環濃度を維持するような形で、液剤ま
たはミクロ乳濁液を投与することが有利な場合がある。そのような一定濃度を維持するに
は、連続静脈投与装置を用いることができる。そのような装置の例には、デルテック（De
ltec）ＣＡＤＤ－ＰＬＵＳ（商標名）５４００型静脈ポンプがある。
【０１１２】
　医薬組成物は、筋肉投与または皮下投与用の無菌注射用水系もしくは油系懸濁液の形態
とすることができる。この懸濁液は、上記の好適な分散剤もしくは湿展剤および懸濁剤を
用いて、公知の方法に従って製剤することができる。無菌注射製剤は、例えば１，３－ブ
タンジオール溶液のように、無毒性の非経口的に許容される希釈剤もしくは溶媒中の無菌
注射用液剤または懸濁液とすることもできる。さらに、従来から溶媒または懸濁媒体とし
て、無菌の固定油が使用されている。それに関しては、合成モノもしくはジグリセリドな
どのいかなる種類の固定油も使用可能である。さらに、オレイン酸などの脂肪酸を注射剤
の製剤に使用することができる。
【０１１３】
　式Ｉの化合物は、薬剤の直腸投与用の坐剤の形で投与することもできる。そのような組
成物は、常温では固体であるが直腸体温では液体となることで、直腸で融解して薬剤を放
出する好適な無刺激性賦形剤と該薬剤とを混和することで製剤することができる。そのよ
うな材料には、カカオ脂、グリセリンゼラチン、硬化植物油、各種分子量のポリエチレン
グリコール類の混合物ならびにポリエチレングリコールの脂肪酸エステル類などがある。
【０１１４】
　局所用には、式Ｉの化合物を含むクリーム、軟膏、ゼリー、液剤または懸濁液などを用
いる（この投与法に関して、局所投与には含嗽液およびうがい剤が含まれる）。
【０１１５】
　本発明の化合物は、好適な経鼻媒体およびおよび投与装置の局所使用を介して経皮的に
、あるいは当業者には公知の経皮皮膚貼付剤の形態のものを用いて経皮経路で投与するこ
とができる。経皮投与系の形態で投与するには当然のことながら、製剤の投与は、投与法
を通じて間歇的ではなく連続的なものとなる。本発明の化合物は、カカオ脂、グリセリン
ゼラチン、硬化植物油、各種分子量のポリエチレングリコール類の混合物ならびにポリエ
チレングリコールの脂肪酸エステル類などの基剤を用いる坐剤として投与することもでき
る。
【０１１６】
　本発明による化合物をヒト被験者に投与する場合、１日用量は通常、個々の患者の年齢
、体重、性別および応答、ならびに患者の症状の重度に応じて用量を変えながら、処方医
が決定する。
【０１１７】
　ある投与例では、好適な量の化合物を、癌治療を受ける哺乳動物に投与する。投与は、
約０．１ｍｇ／ｋｇ／日～約６０ｍｇ／ｋｇ／日の量で行う。別の実施形態では投与は、
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０．５ｍｇ／ｋｇ／日～約４０ｍｇ／ｋｇ／日の量で行う。
【０１１８】
　本発明の化合物は、治療対象の状態に対する特定の有用性に関して選択される他の公知
の治療薬と併用して投与することもできる。
【０１１９】
　例えば本発明の化合物は、公知の抗癌剤と併用して有用である。本明細書に開示の化合
物と他の抗癌剤もしくは化学療法薬との組み合わせは、本発明に範囲に含まれるものであ
る。そのような薬剤の例は、デビータらの編著（Cancer Principles and Practice of On
cology, V. T. Devita and S. Hellman（編者）、第６版（２００１年２月１５日）; Lip
pincott Williams & Willkins Publishers）に記載されている。当業者であれば、関与す
る薬剤および癌の特定の特性に基づいて、どの薬剤の組み合わせが有用であると考えられ
るかは理解できるものと考えられる。そのような抗癌剤には、エストロゲン受容体調節剤
、アンドロゲン受容体調節剤、レチノイド受容体調節剤、細胞傷害剤／細胞増殖抑制剤、
抗増殖剤、プレニル蛋白トランスフェラーゼ阻害薬、ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬
および他の血管新生阻害薬ならびに細胞周期のチェックポイントを妨害する薬剤などがあ
る。本発明の化合物は、放射線療法と併用して投与すると特に有用である。
【０１２０】
　「エストロゲン受容体調節剤」とは、機序とは無関係に、受容体に対するエストロゲン
の結合を妨害または阻害する化合物を指す。エストロゲン受容体調節剤の例には、タモキ
シフェン、ラロキシフェン、イドキシフェン、ＬＹ３５３３８１、ＬＹ１１７０８１、ト
レミフェン、フルベストラント、４－［７－（２，２－ジメチル－１－オキソプロポキシ
－４－メチル－２－［４－［２－（１－ピペリジニル）エトキシ］フェニル］－２Ｈ－１
－ベンゾピラン－３－イル］－フェニル－２，２－ジメチルプロパノエート、４，４′－
ジヒドロキシベンゾフェノン－２，４－ジニトロフェニルヒドラゾンおよびＳＨ６４６な
どがあるが、これらに限定されるものではない。
【０１２１】
　「アンドロゲン受容体調節剤」とは、機序とは無関係に、アンドロゲンの受容体への結
合を妨害または阻害する化合物を指す。アンドロゲン受容体調節剤の例としては、フィナ
ステリドおよび他の５α－レダクターゼ阻害薬、ニルタミド（nilutamide）、フルタミド
（flutamide）、ビカルタミド（bicalutamide）、リアゾロール（liarozole）および酢酸
アビラテロン（abiraterone）などがある。
【０１２２】
　「レチノイド受容体調節剤」とは、機序とは無関係に、レチノイドの受容体への結合を
妨害または阻害する化合物を指す。そのようなレチノイド受容体調節剤の例には、ベキサ
ロテン（bexarotene）、トレチノイン、１３－シス－レチノイン酸、９－シス－レチノイ
ン酸、α－ジフルオロメチルオルニチン、ＩＬＸ２３－７５５３、トランス－Ｎ－（４′
－ヒドロキシフェニル）レチンアミドおよびＮ－４－カルボキシフェニルレチンアミドな
どがある。
【０１２３】
　「細胞傷害／細胞増殖抑制剤」とは、主として細胞の機能を直接妨害するか細胞の有糸
分裂を阻害もしくは妨害することで細胞死を引き起こしたり、細胞増殖を阻害する化合物
を指し、アルキル化剤、腫瘍壊死因子、インターカレーター、低酸素症活性化化合物、微
小管阻害薬／微小管安定化剤、有糸分裂キネシン阻害薬、抗代謝剤；生体応答調節剤；ホ
ルモン／抗ホルモン治療剤、造血成長因子、モノクローナル抗体標的治療薬およびトポイ
ソメラーゼ阻害薬などがある。細胞傷害剤の例には、セルテネフ、カケクチン、イホスフ
ァミド、タソネルミン（tasonermin）、ロニダミン、カルボプラチン、アルトレタミン、
プレドニマスチン、ジブロモズルシトール、ラニムスチン、フォテムシチン、ネダプラチ
ン、オキサリプラチン、テモゾロミド、ヘプタプラチン（heptaplatin）、エストラムス
チン、トシル酸インプロスルファン、トロホスファミド（trofosfamide）、ニムスチン、
ジブロスピヂウム（dibrospidium）クロライド、プミテーパ（pumitepa）、ロバプラチン
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（lobaplatin）、サトラプラチン、プロフィロマイシン（profiromycin）、シスプラチン
、イロフルベン、デキシホスファミド（dexifosfamide）、シス－アミンジクロロ（２－
メチル－ピリジン）白金、ベンジルグアニン、グルホスファミド（glufosfamide）、ＧＰ
Ｘ１００、（トランス，トランス，トランス）－ビス－ｍｕ－（ヘキサン－１，６－ジア
ミン）－ｍｕ－［ジアミン－白金（ＩＩ）］ビス［ジアミン（クロロ）白金（ＩＩ）］テ
トラクロライド、ジアリジニルスペルミン、三酸化ヒ素、１－（１１－ドデシルアミノ－
１０－ヒドロキシウンデシル）－３，７－ジメチルキサンチン、ゾルビシン（zorubicin
）、イダルビシン、ダウノルビシン、ビスアントレン、ミトキサントロン、ピラルビシン
、ピナフィド（pinafide）、バルルビシン、アムルビシン、アンチネオプラストン、３′
－デアミノ－３′－モルホリノ－１３－デオキソ－１０－ヒドロキシカルミノマイシン、
アナマイシン、ガラルビシン（galarubicin）、エリナフィド、ＭＥＮ１０７５５および
４－デメトキシ－３－デアミノ－３－アジリジニル－４－メチルスルホニル－ダウノルビ
シン（ＷＯ　００／５００３２参照）などがあるが、これらに限定されるものではない。
【０１２４】
　低酸素症活性化化合物の例には、チラパザミンがある。
【０１２５】
　微小管阻害薬／微小管安定化剤の例には、パクリタキセル、硫酸ビンデシン、３′，４
′－ジデヒドロ－４′－デオキシ－８′－ノルビンカロイコブラスチン、ドセタキソール
、リゾキシン、ドラスタチン、イセチオン酸ミボブリン、アウリスタチン（auristatin）
、セマドチン、ＲＰＲ１０９８８１、ＢＭＳ１８４４７６、ビンフルニン（vinflunine）
、クリプトフィシン（cryptophycin）、２，３，４，５，６－ペンタフルオロ－Ｎ－（３
－フルオロ－４－メトキシフェニル）ベンゼンスルホンアミド、アンヒドロビンブラスチ
ン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｌ－バリル－Ｌ－バリル－Ｎ－メチル－Ｌ－バリル－Ｌ－プロリ
ル－Ｌ－プロリン－ｔ－ブチルアミド、ＴＤＸ２５８、エポチロン類（例えば、米国特許
第６２８４７８１号および同６２８８２３７号）およびＢＭＳ１８８７９７などがある。
【０１２６】
　トポイソメラーゼ阻害薬のいくつかの例を挙げると、トポテカン、ヒカプタミン（hyca
ptamine）、イリノテカン、ルビテカン（rubitecan）、６－エトキシプロピオニル－３′
，４′－Ｏ－エキソ－ベンジリデン－チャルトロイシン（chartreusin）、９－メトキシ
－Ｎ，Ｎ－ジメチル－５－ニトロピラゾロ［３，４，５－ｋｌ］アクリジン－２－（６Ｈ
）プロパンアミン、１－アミノ－９－エチル－５－フルオロ－２，３－ジヒドロ－９－ヒ
ドロキシ－４－メチル－１Ｈ，１２Ｈ－ベンゾ［ｄｅ］ピラノ［３′，４′：ｂ，７］－
インドリジノ［１，２ｂ］キノリン－１０，１３（９Ｈ，１５Ｈ）ジオン、ルルトテカン
（lurtotecan）、７－［２－（Ｎ－イソプロピルアミノ）エチル］－（２０Ｓ）カンプト
テシン、ＢＮＰ１３５０、ＢＮＰＩ１１００、ＢＮ８０９１５、ＢＮ８０９４２、リン酸
エトポシド、テニポシド、ソブゾキサン、２′－ジメチルアミノ－２′－デオキシ－エト
ポシド、ＧＬ３３１、Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］－９－ヒドロキシ－５，６
－ジメチル－６Ｈ－ピリド［４，３－ｂ］カルバゾール－１－カルボキサミド、アスラク
リン（asulacrine）、（５ａ，５ａＢ，８ａａ，９ｂ）－９－［２－［Ｎ－［２－（ジメ
チルアミノ）エチル］－Ｎ－メチルアミノ］エチル］－５－［４－ヒドロキシ－３，５－
ジメトキシフェニル］－５，５ａ，６，８，８ａ，９－ヘキサヒドロ（hexohydro）フロ
（３′，４′：６，７）ナフト（２，３－ｄ）－１，３－ジオキソール－６－オン、２，
３－（メチレンジオキシ）－５－メチル－７－ヒドロキシ－８－メトキシベンゾ［ｃ］－
フェナントリジニウム、６，９－ビス［（２－アミノエチル）アミノ］ベンゾ［ｇ］イソ
キノリン（isoguinoline）－５，１０－ジオン、５－（３－アミノプロピルアミノ）－７
，１０－ジヒドロキシ－２－（２－ヒドロキシエチルアミノメチル）－６Ｈ－ピラゾロ［
４，５，１－ｄｅ］アクリジン－６－オン、Ｎ－［１－［２（ジエチルアミノ）エチルア
ミノ］－７－メトキシ－９－オキソ－９Ｈ－チオキサンテン－４－イルメチル］ホルムア
ミド、Ｎ－（２－（ジメチルアミノ）エチル）アクリジン－４－カルボキサミド、６－［
［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ］－３－ヒドロキシ－７Ｈ－インデノ［２，１
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－ｃ］キノリン－７－オンおよびジメスナがある。
【０１２７】
　有糸分裂キネシン、特にヒト有糸分裂キネシンＫＳＰの阻害薬の例は、ＰＣＴ公開ＷＯ
　０１／３０７６８およびＷＯ　０１／９８２７８、ならびに係属中の米国特許出願第６
０／３３８７７９号（２００１年１２月６日出願）、６０／３３８３４４号（２００１年
１２月６日出願）、６０／３３８３８３号（２００１年１２月６日出願）、６０／３３８
３８０号（２００１年１２月６日出願）、６０／３３８３７９号（２００１年１２月６日
出願）および６０／３４４４５３号（２００１年１１月７日出願）に記載されている。
【０１２８】
　「抗増殖剤」には、Ｇ３１３９、ＯＤＮ６９８、ＲＶＡＳＫＲＡＳ、ＧＥＭ２３１およ
びＩＮＸ３００１などのアンチセンスＲＮＡおよびＤＮＡオリゴヌクレオチド類、ならび
にエノシタビン、カルモフール、テガフール、ペントスタチン、ドキシフルリジン、トリ
メトレキサート、フルダラビン、カペシタビン、ガロシタビン、シタラビンオクホスフェ
ート、フォステアビン（fosteabine）ナトリウム水和物、ラルチトレキセド、パルチトレ
キシド（paltitrexid）、エミテフール（emitefur）、チアゾフリン、デシタビン（decit
abine）、ノラトレキセド（nolatrexed）、ペメトレキセド、ネルザラビン、２′－デオ
キシ－２′－メチリデンシスチジン、２′－フルオロメチレン－２′－デオキシシスチジ
ン、Ｎ－［５－（２，３－ジヒドロ－ベンゾフリル）スルホニル］－Ｎ′－（３，４－ジ
クロロフェニル）尿素、Ｎ６－［４－デオキシ－４－［Ｎ２－［２（Ｅ），４（Ｅ）－テ
トラデカジエノイル］グリシルアミノ］－Ｌ－グリセロ－Ｂ－Ｌ－マンノ－ヘプトピラノ
シル］アデニン、アプリジン、エクチナサイジン、トロキサシタビン（troxacitabine）
、４－［２－アミノ－４－オキソ－４，６，７，８－テトラヒドロ－３Ｈ－ピリミジノ［
５，４－ｂ］［１，４］チアジン－６－イル－（Ｓ）－エチル］－２，５－チエノイル－
Ｌ－グルタミン酸、アミノプテリン、５－フルオロウラシル、アラノシン（alanosine）
、１１－アセチル－８－（カルバモイルオキシメチル）－４－ホルミル－６－メトキシ－
１４－オキサ－１，１１－ジアザテトラシクロ（７．４．１．０．０）－テトラデカ－２
，４，６－トリエン－９－イル酢酸エステル、スワインソニン、ロメトレキソール、デク
スラゾキサン（dexrazoxane）、メチオニナーゼ、２′－シアノ－２′－デオキシ－Ｎ４
－パルミトイル－１－Ｂ－Ｄ－アラビノフラノシルシトシン、３－アミノピリジン－２－
カルボキシアルデヒドチオセミカルバゾンおよびトラスツズマブなどの代謝拮抗剤などが
ある。
【０１２９】
　モノクローナル抗体標的治療薬の例には、癌細胞特異もしくは標的細胞特異モノクロー
ナル抗体に結合した細胞傷害剤または放射性同位体を有する治療薬などがある。例として
は、ベクザー(Bexxar)などがある。
【０１３０】
　「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬」とは、３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリル
－ＣｏＡレダクターゼの阻害薬を指す。ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼに対して阻害活性を
有する化合物は、当業界で公知のアッセイを用いることで容易に確認することができる。
例えば、米国特許第４２３１９３８号第６欄およびＷＯ８４／０２１３１の３０～３３頁
に記載もしくは引用されたアッセイを参照する。「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬」
および「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼの阻害薬」という用語は、本明細書で使用する場合
には同じ意味を有する。
【０１３１】
　使用可能なＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬の例としては、ロバスタチン（ＭＥＶＡ
ＣＯＲ（登録商標）；米国特許第４２３１９３８号、４２９４９２６号、４３１９０３９
号参照）、シンバスタチン（simvastatin；ＺＯＣＯＲ（登録商標）；米国特許第４４４
４７８４号、４８２０８５０号、４９１６２３９号参照）、プラバスタチン（pravastati
n；ＰＲＡＶＡＣＨＯＬ（登録商標）；米国特許第４３４６２２７号、４５３７８５９号
、４４１０６２９号、５０３０４４７号および５１８０５８９号参照）、フルバスタチン
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（fluvastatin；ＬＥＳＣＯＬ（登録商標）；米国特許第５３５４７７２号、４９１１１
６５号、４９２９４３７号、５１８９１６４号、５１１８８５３号、５２９０９４６号、
５３５６８９６号参照）、アトルバスタチン（atorvastatin；ＬＩＰＩＴＯＲ（登録商標
）；米国特許第５２７３９９５号、４６８１８９３号、５４８９６９１号、５３４２９５
２号参照）およびセリバスタチン（cerivastatin；リバスタチン（rivastatin）およびＢ
ＡＹＣＨＯＬ（登録商標）とも称される；米国特許第５１７７０８０号参照）などがある
が、これらに限定されるものではない。本発明の方法で用いることができる上記および別
のＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬の構造式は、ヤルパニの報告（M. Yalpani, ″Chol
esterol Lowering Drugs″, Chemistry & Industry, pp.85-89（１９９６年２月５日））
の８７頁ならびに米国特許第４７８２０８４号および４８８５３１４号に記載されている
。本明細書で使用されるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬という用語は、ＨＭＧ－Ｃｏ
Ａレダクターゼ阻害活性を有する化合物の全ての製薬上許容されるラクトンおよび開環酸
型（すなわち、ラクトン環が開環して遊離酸を形成している）ならびに塩およびエステル
型を含むものであり、それに関してそのような塩、エステル、開環酸およびラクトン型の
使用は本発明の範囲に含まれる。ラクトン部分とそれの相当する開環酸型の図を構造式Ｉ
およびＩＩとして以下に示してある。
【０１３２】
【化２６】

【０１３３】
　開環酸型が存在し得るＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬では、塩型およびエステル型
は好ましくは開環酸から形成することができ、そのような型は全て、本明細書で使用され
る「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬」という用語に含まれる。好ましくは、ＨＭＧ－
ＣｏＡレダクターゼ阻害薬は、ロバスタチンおよびシンバスタチンから選択され、最も好
ましくはシンバスタチンである。本明細書において、ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬
に関しての「製薬上許容される塩」という用語は、好適な有機もしくは無機塩基と前記遊
離酸とを反応させることで製造される本発明で用いられる化合物の無毒性の塩を意味する
ものであり、特にはナトリウム、カリウム、アルミニウム、カルシウム、リチウム、マグ
ネシウム、亜鉛およびテトラメチルアンモニウムなどのカチオンから形成されるもの、な
らびにアンモニア、エチレンジアミン、Ｎ－メチルグルカミン、リジン、アルギニン、オ
ルニチン、コリン、Ｎ，Ｎ′－ジベンジルエチレンジアミン、クロロプロカイン、ジエタ
ノールアミン、プロカイン、Ｎ－ベンジルフェネチルアミン、１－ｐ－クロロベンジル－
２－ピロリジン－１′－イル－メチルベンズイミダゾール、ジエチルアミン、ピペラジン
およびトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンなどのアミンから形成される塩がある。
塩の形のＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬のさらに別の例としては、酢酸塩、ベンゼン
スルホン酸塩、安息香酸塩、重炭酸塩、重硫酸塩、重酒石酸塩、ホウ酸塩、ブロマイド、
エデト酸カルシウム塩、カムシル酸塩、炭酸塩、クロライド、クラブラン酸塩、クエン酸
塩、ジヒドロクロライド、エデト酸塩、エジシル酸塩、エストレート、エシレート、フマ
ル酸塩、グルセプト酸塩、グルコン酸塩、グルタミン酸塩、グリコリルアルサニレート（
glycollylarsanilate）、ヘキシルレゾルシン酸塩、ヒドラバミン、臭化水素酸塩、塩酸
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塩、ヒドロキシナフトエ酸塩、ヨージド、イソチオン酸塩、乳酸塩、ラクトビオン酸塩、
ラウリン酸塩、リンゴ酸塩、マレイン酸塩、マンデル酸塩、メシル酸塩、メチル硫酸塩、
粘液酸塩、ナプシル酸塩、硝酸塩、オレイン酸塩、シュウ酸塩、パモン酸塩、パルミチン
酸塩、パントテン酸塩、リン酸塩／二リン酸塩、ポリガラクツロン酸塩、サリチル酸塩、
ステアリン酸塩、塩基性酢酸塩、コハク酸塩、タンニン酸塩、酒石酸塩、テオクレート（
teoclate）、トシル酸塩、トリエチオジド（triethiodide）および吉草酸塩などがあるが
、これらに限定されるものではない。
【０１３４】
　上記のＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬化合物のエステル誘導体は、温血動物の血流
中に吸収されると、薬剤形を放出してその薬剤が改善された治療効力を与えることができ
るような形で開裂し得るプロドラッグとして働く場合がある。
【０１３５】
　「プレニル蛋白トランスフェラーゼ阻害薬」とは、ファルネシル蛋白トランスフェラー
ゼ（ＦＰＴａｓｅ）、ゲラニルゲラニル蛋白トランスフェラーゼＩ型（ＧＧＰＴａｓｅ－
Ｉ）およびゲラニルゲラニル蛋白トランスフェラーゼＩＩ型（ＧＧＰＴａｓｅ－ＩＩ、Ｒ
ａｂＧＧＰＴａｓｅとも称される）などの１種類またはいずれかの組合せのプレニル蛋白
トランスフェラーゼ酵素を阻害する化合物を指す。プレニル蛋白トランスフェラーゼ阻害
性化合物の例としては、（±）－６－［アミノ（４－クロロフェニル）（１－メチル－１
Ｈ－イミダゾール－５－イル）メチル］－４－（３－クロロフェニル）－１－メチル－２
（１Ｈ）－キノリノン、（－）－６－［アミノ（４－クロロフェニル）（１－メチル－１
Ｈ－イミダゾール－５－イル）メチル］－４－（３－クロロフェニル）－１－メチル－２
（１Ｈ）－キノリノン、（＋）－６－［アミノ（４－クロロフェニル）（１－メチル－１
Ｈ－イミダゾール－５－イル）メチル］－４－（３－クロロフェニル）－１－メチル－２
（１Ｈ）－キノリノン、５（Ｓ）－ｎ－ブチル－１－（２，３－ジメチルフェニル）－４
－［１－（４－シアノベンジル）－５－イミダゾリルメチル］－２－ピペラジノン、（Ｓ
）－１－（３－クロロフェニル）－４－［１－（４－シアノベンジル）－５－イミダゾリ
ルメチル］－５－［２－（エタンスルホニル）メチル）－２－ピペラジノン、５（Ｓ）－
ｎ－ブチル－１－（２－メチルフェニル）－４－［１－（４－シアノベンジル）－５－イ
ミダゾリルメチル］－２－ピペラジノン、１－（３－クロロフェニル）－４－［１－（４
－シアノベンジル）－２－メチル－５－イミダゾリルメチル］－２－ピペラジノン、１－
（２，２－ジフェニルエチル）－３－［Ｎ－（１－（４－シアノベンジル）－１Ｈ－イミ
ダゾール－５－イルエチル）カルバモイル］ピペリジン、４－｛５－［４－ヒドロキシメ
チル－４－（４－クロロピリジン－２－イルメチル）－ピペリジン－１－イルメチル］－
２－メチルイミダゾール－１－イルメチル｝ベンゾニトリル、４－｛５－［４－ヒドロキ
シメチル－４－（３－クロロベンジル）－ピペリジン－１－イルメチル］－２－メチルイ
ミダゾール－１－イルメチル｝ベンゾニトリル、４－｛３－［４－（２－オキソ－２Ｈ－
ピリジン－１－イル）ベンジル］－３Ｈ－イミダゾール－４－イルメチル｝ベンゾニトリ
ル、４－｛３－［４－（５－クロロ－２－オキソ－２Ｈ－［１，２′］ビピリジン－５′
－イルメチル］－３Ｈ－イミダゾール－４－イルメチル｝ベンゾニトリル、４－｛３－［
４－（２－オキソ－２Ｈ－［１，２′］ビピリジン－５′－イルメチル］－３Ｈ－イミダ
ゾール－４－イルメチル｝ベンゾニトリル、４－［３－（２－オキソ－１－フェニル－１
，２－ジヒドロピリジン－４－イルメチル）－３Ｈ－イミダゾール－４－イルメチル｝ベ
ンゾニトリル、１８，１９－ジヒドロ－１９－オキソ－５Ｈ，１７Ｈ－６，１０：１２，
１６－ジメテノ－１Ｈ－イミダゾ［４，３－ｃ］［１，１１，４］ジオキサアザシクロ－
ノナデシン－９－カルボニトリル、（±）－１９，２０－ジヒドロ－１９－オキソ－５Ｈ
－１８，２１－エタノ－１２，１４－エテノ－６，１０－メテノ－２２Ｈ－ベンゾ［ｄ］
イミダゾ［４，３－ｋ］［１，６，９，１２］オキサトリアザ－シクロオクタデシン－９
－カルボニトリル、１９，２０－ジヒドロ－１９－オキソ－５Ｈ，１７Ｈ－１８，２１－
エタノ－６，１０：１２，１６－ジメテノ－２２Ｈ－イミダゾ［３，４－ｈ］［１，８，
１１，１４］オキサトリアザシクロエイコシン－９－カルボニトリルおよび（±）－１９
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，２０－ジヒドロ－３－メチル－１９－オキソ－５Ｈ－１８，２１－エタノ－１２，１４
－エテノ－６，１０－メテノ－２２Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾ［４，３－ｋ］［１，６，
９，１２］オキサ－トリアザシクロオクタデシン－９－カルボニトリルなどがある。
【０１３６】
　プレニル蛋白トランスフェラーゼ阻害薬の他の例は、ＷＯ９６／３０３４３、ＷＯ９７
／１８８１３、ＷＯ９７／２１７０１、ＷＯ９７／２３４７８、ＷＯ９７／３８６６５、
ＷＯ９８／２８９８０、ＷＯ９８／２９１１９、ＷＯ９５／３２９８７、米国特許第５４
２０２４５号、米国特許第５５２３４３０号、米国特許第５５３２３５９号、米国特許第
５５１０５１０号、米国特許第５５８９４８５号、米国特許第５６０２０９８号、欧州特
許公開０６１８２２１、欧州特許公開０６７５１１２、欧州特許公開０６０４１８１、欧
州特許公開０６９６５９３、ＷＯ９４／１９３５７、ＷＯ９５／０８５４２、ＷＯ９５／
１１９１７、ＷＯ９５／１２６１２、ＷＯ９５／１２５７２、ＷＯ９５／１０５１４、米
国特許第５６６１１５２号、ＷＯ９５／１０５１５、ＷＯ９５／１０５１６、ＷＯ９５／
２４６１２、ＷＯ９５／３４５３５、ＷＯ９５／２５０８６、ＷＯ９６／０５５２９、Ｗ
Ｏ９６／０６１３８、ＷＯ９６／０６１９３、ＷＯ９６／１６４４３、ＷＯ９６／２１７
０１、ＷＯ９６／２１４５６、ＷＯ９６／２２２７８、ＷＯ９６／２４６１１、ＷＯ９６
／２４６１２、ＷＯ９６／０５１６８、ＷＯ９６／０５１６９、ＷＯ９６／００７３６、
米国特許第５５７１７９２号、ＷＯ９６／１７８６１、ＷＯ９６／３３１５９、ＷＯ９６
／３４８５０、ＷＯ９６／３４８５１、ＷＯ９６／３００１７、ＷＯ９６／３００１８、
ＷＯ９６／３０３６２、ＷＯ９６／３０３６３、ＷＯ９６／３１１１１、ＷＯ９６／３１
４７７、ＷＯ９６／３１４７８、ＷＯ９６／３１５０１、ＷＯ９７／００２５２、ＷＯ９
７／０３０４７、ＷＯ９７／０３０５０、ＷＯ９７／０４７８５、ＷＯ９７／０２９２０
、ＷＯ９７／１７０７０、ＷＯ９７／２３４７８、ＷＯ９７／２６２４６、ＷＯ９７／３
００５３、ＷＯ９７／４４３５０、ＷＯ９８／０２４３６および米国特許第５５３２３５
９号という刊行物および特許に記載されている。血管新生に関するプレニル蛋白トランス
フェラーゼ阻害薬の例についても文献に記載がある（European J. of Cancer, Vol. 35, 
No. 9, pp. 1394-1401 (1999)）。
【０１３７】
　「血管新生阻害薬」とは、機序とは無関係に、新たな血管の形成を阻害する化合物に関
する。血管新生阻害薬の例としては、チロシンキナーゼ受容体Ｆｌｔ－１（ＶＥＧＦＲ１
）およびＦｌｋ－１／ＫＤＲ（ＶＥＧＦＲ２）の阻害薬などのチロシンキナーゼ阻害薬、
表皮由来、線維芽細胞由来もしくは血小板由来の成長因子の阻害薬、ＭＭＰ（基質金属プ
ロテアーゼ）阻害薬、インテグリン遮断薬、インターフェロン－α、インターロイキン－
１２、ペントサンポリ硫酸、アスピリンおよびイブプロフェンなどの非ステロイド系抗炎
症薬（ＮＳＡＩＤ）のようなシクロオキシゲナーゼ阻害薬、ならびにセレコキシブ（cele
coxib）およびロフェコキシブ（rofecoxib）などの選択的シクロオキシゲナーゼ－２阻害
薬（PNAS, Vol. 89, p.7384 (1992); JNCI, Vol. 69, p. 475 (1982); Arch. Opthalmol.
, Vol. 108, p.573 (1990); Anat. Rec., Vol. 238, p.68 (1994); FEBS Letters, Vol. 
372, p.83 (1995); Clin, Orthop. Vol. 313, p.76 (1995); J. Mol. Endocrinol., Vol.
 16, p.1O7 (1996); Jpn. J. Pharmacol., Vol. 75, p.105 (1997); Cancer Res., Vol. 
57, p.1625 (1997); Cell, Vol. 93, p.705 (1998); Intl. J. Mol. Med., Vol. 2, p.71
5 (1998); J. Biol. Chem., Vol. 274, p.9116 (1999))、ステロイド系抗炎症剤（副腎皮
質ホルモン、無機質コルチコイド、デキサメタゾン、プレドニゾン、プレドニゾロン、メ
チルプレド（methylpred）、ベタメタゾン）、カルボキシアミドトリアゾール、コンブレ
タスタチンＡ－４、スクアラミン、６－Ｏ－（クロロアセチル－カルボニル）－フマギロ
ール、サリドマイド、アンギオスタチン、トロポニン－１、アンギオテンシンＩＩ拮抗薬
（Fernandez et al., J. Lab. Clin. Med. 105: 141-145 (1985)）およびＶＥＧＦに対す
る抗体などがあるが、これらに限定されるものではない（Nature Biotechnology, Vol. 1
7, pp.963-968 (October 1999); Kim et al., Nature, 362, 841-844 (1993)；ＷＯ　０
０／４４７７７およびＷＯ　００／６１１８６参照）。
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【０１３８】
　血管新生を調節または阻害し、本発明の化合物と併用することもできる他の治療薬には
、凝血およびフィブリン溶解系を調節もしくは阻害する薬剤（Clin. Chem. La. Med. 38:
 679-692 (2000)の総説を参照）などがある。凝血およびフィブリン溶解の経路を調節も
しくは阻害するそのような薬剤の例には、ヘパリン（Thromb. Haemost. 80: 10-23 (1998
)参照）、低分子量ヘパリン類およびカルボキシペプチダーゼＵ阻害薬（活性トロンビン
活性化フィブリン溶解阻害薬［ＴＡＦＩａ］の阻害薬とも称される）（Thrombosis Res. 
101: 329-354 (2001)参照）などがあるが、これらに限定されるものではない。ＴＡＦＩ
ａ阻害薬は、米国特許出願第６０／３１０９２７号（２００１年８月８日出願）および同
６０／３４９９２５号（２００２年１月１８日出願）に記載されている。
【０１３９】
　「細胞周期チェックポイントを妨害する薬剤」とは、細胞周期チェックポイント信号を
変換する蛋白キナーゼを阻害することで、癌細胞をＤＮＡ損傷薬に対して増感させる化合
物を指す。そのような薬剤には、ＡＴＲ、ＡＴＭ、ＣｈｋｌおよびＣｈｋ２キナーゼの阻
害薬ならびにｃｄｋおよびｃｄｃキナーゼ阻害薬などがあり、具体例としては７－ヒドロ
キシスタウロスポリン、フラボピリドール、ＣＹＣ２０２（サイクラセル）およびＢＭＳ
－３８７０３２などがある。
【０１４０】
　前述のように、ＮＳＡＩＤとの併用は、強力なＣＯＸ－２阻害薬であるＮＳＡＩＤの使
用に関するものである。本明細書に関してＮＳＡＩＤは、細胞アッセイまたはミクロソー
ムアッセイによって測定して、１μＭ以下のＣＯＸ－２阻害ＩＣ５０を有する場合に強力
である。
【０１４１】
　本発明はさらに、選択的ＣＯＸ－２阻害薬であるＮＳＡＩＤとの併用をも包含するもの
である。本明細書に関して、ＣＯＸ－２の選択的阻害薬であるＮＳＡＩＤとは、細胞アッ
セイまたはミクロソームアッセイによって評価されるＣＯＸ－１についてのＩＣ５０に対
するＣＯＸ－２についてのＩＣ５０の比によって測定されるＣＯＸ－１阻害に対するＣＯ
Ｘ－２阻害の特異性が少なくとも１００倍であるものと定義される。そのような化合物に
は、１９９５年１２月１２日発行の米国特許第５４７４９９５号、１９９９年１月１９日
発行の米国特許第５８６１４１９号、１９９９年１２月１４日発行の米国特許第６００１
８４３号、２０００年２月１日発行の米国特許第６０２０３４３号、１９９５年４月２５
日発行の米国特許第５４０９９４４号、１９９５年７月２５日発行の米国特許第５４３６
２６５号、１９９６年７月１６日発行の米国特許第５５３６７５２号、１９９６年８月２
７日発行の米国特許第５５５０１４２号、１９９７年２月１８日発行の米国特許第５６０
４２６０号、１９９７年１２月１６日発行の米国特許第５６９８５８４号、１９９８年１
月２０日発行の米国特許第５７１０１４０号、１９９４年７月２１日公開のＷＯ９４／１
５９３２、１９９４年６月６日発行の米国特許第５３４４９９１号、１９９２年７月２８
日発行の米国特許第５１３４１４２号、１９９５年１月１０日発行の米国特許第５３８０
７３８号、１９９６年２月２０日発行の米国特許第５３９３７９０号、１９９５年１１月
１４日発行の米国特許第５４６６８２３号、１９９７年５月２７日発行の米国特許第５６
３３２７２号および１９９９年８月３日発行の米国特許第５９３２５９８号（これらはい
ずれも、引用によって本明細書に組み込まれるものとする）に開示されているものなどが
あるが、これらに限定されるものではない。
【０１４２】
　本発明の治療方法で特に有用なＣＯＸ－２阻害薬は、
　３－フェニル－４－（４－（メチルスルホニル）フェニル）－２－（５Ｈ）－フラノン
：
【０１４３】
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【化２７】

および
　５－クロロ－３－（４－メチルスルホニル）フェニル－２－（２－メチル－５－ピリジ
ニル）ピリジン：
【０１４４】

【化２８】

　あるいはこれらの製薬上許容される塩である。
【０１４５】
　上記のＣＯＸ－２阻害薬化合物を製造するための一般的および具体的合成手順は、１９
９５年１２月１２日発行の米国特許第５４７４９９５号、１９９９年１月１９日発行の米
国特許第５８６１４１９号および１９９９年１２月１４日発行の米国特許第６００１８４
３号（これらはいずれも、引用によって本明細書に組み込まれる）に記載されている。
【０１４６】
　ＣＯＸ－２の特異的阻害薬であると記載されていることから、本発明で有用な化合物に
は、下記のものまたはこれらの製薬上許容される塩などがあるが、これらに限定されるも
のではない。
【０１４７】



(48) JP 4597519 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

【化２９】

【０１４８】
　ＣＯＸ－２の特異的阻害薬であると記載されていることから本発明で有用な化合物なら
びにその化合物の合成方法は、１９９４年７月２１日公開のＷＯ９４／１５９３２、１９
９４年６月６日発行の米国特許第５３４４９９１号、１９９２年７月２８日発行の米国特
許第５１３４１４２号、１９９５年１月１０日発行の米国特許第５３８０７３８号、１９
９５年２月２０日発行の米国特許第５３９３７９０号、１９９５年１１月１４日発行の米
国特許第５４６６８２３号、１９９７年５月２７日発行の米国特許第５６３３２７２号お
よび１９９９年８月３日発行の米国特許第５９３２５９８号という特許、係属出願および
刊行物（これらは、引用によって本明細書に組み込まれる）に記載されている。
【０１４９】
　ＣＯＸ－２の特異的阻害薬であることから本発明で有用な化合物ならびにその化合物の
合成方法は、１９９５年１２月１２日発行の米国特許第５４７４９９５号、１９９９年１
月１９日発行の米国特許第５８６１４１９号、１９９９年１２月１４日発行の米国特許第
６００１８４３号、２０００年２月１日発行の米国特許第６０２０３４３号、１９９５年
４月２５日発行の米国特許第５４０９９４４号、１９９５年７月２５日発行の米国特許第
５４３６２６５号、１９９６年７月１６日発行の米国特許第５５３６７５２号、１９９６
年８月２７日発行の米国特許第５５５０１４２号、１９９７年２月１８日発行の米国特許
第５６０４２６０号、１９９７年１２月１６日発行の米国特許第５６９８５８４号および
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１９９８年１月２０日発行の米国特許第５７１０１４０号という特許、係属出願および刊
行物（これらは、引用によって本明細書に組み込まれる）に記載されている。
【０１５０】
　血管新生阻害薬の他の例には、エンドスタチン（endostatin）、ウクライン（ukrain）
、ランピナーゼ（ranpinase）、ＩＭ８６２、５－メトキシ－４－［２－メチル－３－（
３－メチル－２－ブテニル）オキシラニル］－１－オキサスピロ［２，５］オクト－６－
イル（クロロアセチル）カーバメート、アセチルジナナリン（acetyldinanaline）、５－
アミノ－１－［［３，５－ジクロロ－４－（４－クロロベンゾイル）フェニル］メチル］
－１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－４－カルボキサミド、ＣＭ１０１、スクアラミン、
コンブレタスタチン、ＲＰＩ４６１０、ＮＸ３１８３８、硫酸化リン酸マノペンタオース
（manopentaose)、７，７－（カルボニル－ビス［イミノ－Ｎ－メチル－４，２－ピロロ
カルボニルイミノ［Ｎ－メチル－４，２－ピロール］－カルボニルイミノ］－ビス－（１
，３－ナフタレン・ジスルホネート）および３－［（２，４－ジメチルピロール－５－イ
ル）メチレン］－２－インドリノン（ＳＵ５４１６）などがあるが、これらに限定される
ものではない。
【０１５１】
　上記で使用される「インテグリン遮断薬」とは、生理的リガンドのαｖβ３インテグリ
ンへの結合を選択的に拮抗、阻害または妨害する化合物；生理的リガンドのαｖβ５イン
テグリンへの結合を拮抗、阻害または妨害する化合物；生理的リガンドのαｖβ３および
αｖβ５インテグリンの両方への結合を拮抗、阻害または妨害する化合物；ならびに毛細
管内皮細胞上で発現される特定のインテグリンの活性を拮抗、阻害または妨害する化合物
を指す。その用語はまた、αｖβ６、αｖβ８、α１β１、α２β１、α５β１、α６β

１およびα６β４インテグリンの拮抗薬をも指す。その用語はまた、αｖβ３、αｖβ５

、αｖβ６、αｖβ８、α１β１、α２β１、α５β１、α６β１およびα６β４インテ
グリンのいずかの組合せの拮抗薬をも指す。
【０１５２】
　チロシンキナーゼ阻害薬の具体例をいくつか挙げると、Ｎ－（トリフルオロメチルフェ
ニル）－５－メチルイソオキサゾール－４－カルボキサミド、３－［（２，４－ジメチル
ピロール－５－イル）メチリデニル）インドリン－２－オン、１７－（アリルアミノ）－
１７－デメトキシゲルダナマイシン、４－（３－クロロ－４－フルオロフェニルアミノ）
－７－メトキシ－６－［３－（４－モルホニル）プロポキシル］キナゾリン、Ｎ－（３－
エチニルフェニル）－６，７－ビス（２－メトキシエトキシ）－４－キナゾリンアミン、
ＢＢＸ１３８２、２，３，９，１０，１１，１２－ヘキサヒドロ－１０－（ヒドロキシメ
チル）－１０－ヒドロキシ－９－メチル－９，１２－エポキシ－１Ｈ－ジインドロ［１，
２，３－ｆｇ：３′，２′，１′－ｋｌ］ピロロ［３，４－ｉ］［１，６］ベンゾジアゾ
シン－１－オン、ＳＨ２６８、ゲニステイン、ＳＴＩ５７１、ＣＥＰ２５６３、４－（３
－クロロフェニルアミノ）－５，６－ジメチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン
メタンスルホネート、４－（３－ブロモ－４－ヒドロキシフェニル）アミノ－６，７－ジ
メトキシキナゾリン、４－（４′－ヒドロキシフェニル）アミノ－６，７－ジメトキシキ
ナゾリン、ＳＵ６６６８、ＳＴＩ５７１Ａ、Ｎ－４－クロロフェニル－４－（４－ピリジ
ルメチル）－１－フタラジンアミンおよびＥＭＤ１２１９７４などがある。
【０１５３】
　抗癌化合物以外の化合物との併用も、本発明の方法に包含される。例えば本発明の特許
請求の化合物とＰＰＡＲ－γ（すなわちＰＰＡＲ－ガンマ）作働薬およびＰＰＡＲ－δ（
すなわち、ＰＰＡＲ－デルタ）作働薬との併用は、ある種の悪性腫瘍の治療において有用
である。ＰＰＡＲ－γおよびＰＰＡＲ－δは、核ペルオキシゾーム増殖因子活性化受容体
γおよびδである。内皮細胞でのＰＰＡＲ－γの発現ならびにそれの血管新生における関
与が文献で報告されている（J. Cardiovasc. Pharmacol. 1998; 31: 909-913; J. Biol. 
Chem. 1999; 274: 9116-9121; Invest. Ophthalmol Vis. Sci. 2000; 41: 2309-2317参照
）。さらに最近では、ＰＰＡＲ－γ作働薬が、in vitroでＶＥＧＦに対する血管由来応答
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を阻害することが明らかになっている。トログリタゾン（troglitazone）およびマレイン
酸ロシグリタゾン（rosiglitazone）の両方が、マウスでの網膜新血管形成の発達を阻害
する（Arch. Ophthamol. 2001; 119: 709-717）。ＰＰＡＲ－γ作働薬およびＰＰＡＲ－
γ／α作働薬の例には、チアゾリジンジオン類（ＤＲＦ２７２５、ＣＳ－０１１、トログ
リタゾン、ロシグリタゾンおよびピオグリタゾン（pioglitazone）など）、フェノフィブ
レート、ゲムフィブロジル、クロフィブレート、ＧＷ２５７０、ＳＢ２１９９９４、ＡＲ
－Ｈ０３９２４２、ＪＴＴ－５０１、ＭＣＣ－５５５、ＧＷ２３３１、ＧＷ４０９５４４
、ＮＮ２３４４、ＫＲＰ２９７、ＮＰ０１１０、ＤＲＦ４１５８、ＮＮ６２２、ＧＩ２６
２５７０、ＰＮＵ１８２７１６、ＤＲＦ５５２９２６、２－［（５，７－ジプロピル－３
－トリフルオロメチル－１，２－ベンゾイソオキサゾール－６－イル）オキシ］－２－メ
チルプロピオン酸（ＵＳＳＮ０９／７８２８５６に開示）および２（Ｒ）－７－（３－（
２－クロロ－４－（４－フルオロフェノキシ）フェノキシ）プロポキシ）－２－エチルク
ロマン－２－カルボン酸（ＵＳＳＮ６０／２３５７０８および６０／２４４６９７に開示
）などがあるが、これらに限定されるものではない。
【０１５４】
　本発明の別の実施形態は、癌治療のための遺伝子療法との併用での本明細書に開示の化
合物の使用である。癌治療に向けた遺伝子戦略の概説については、ホールらの報告（Hall
 et al., Am J Hum Genet 61: 785-789, 1997）およびクーフェ（Kufe）らの報告（Cance
r Medicine, 5th Ed., pp. 876-889, BC Decker, Hamilton, 2000）を参照する。遺伝子
療法を用いて、腫瘍抑制遺伝子を送達させることが可能である。そのような遺伝子の例に
は、組換えウィルス介在遺伝子転移を介して送達することができるｐ５３（例えば、米国
特許第６０６９１３４号）、ｕＰＡ／ｕＰＡＲ拮抗薬（″Adenovirus-Mediated Delivery
 of a uPA/uPAR Antagonist Suppresses Angiogenesis-Dependent Tumor Growth and Dis
semination in MICE,″ GENE Therapy, August 1998; 5(8): 1105-13）およびインターフ
ェロン－γ（J Immunol 2000; 164: 217-222）などがあるが、これらに限定されるもので
はない。
【０１５５】
　本発明の化合物は、固有多薬剤耐性（ＭＤＲ）、特に輸送蛋白の高レベル発現に関連す
るＭＤＲの阻害薬と併用して投与することもできる。そのようなＭＤＲ阻害薬には、ＬＹ
３３５９７９、ＸＲ９５７６、ＯＣ１４４－０９３、Ｒ１０１９２２、ＶＸ８５３および
ＰＳＣ８３３（バルスポダール）などのｐ－糖蛋白（Ｐ－ｇｐ）阻害薬などがある。
【０１５６】
　本発明の化合物は、本発明の化合物の単独での使用または放射線療法との併用によって
生じる可能性がある急性、遅発性、遅発相および期待性の嘔吐などの吐き気もしくは嘔吐
を治療するために、鎮吐剤と併用することができる。嘔吐の予防または治療のため、本発
明の化合物は、他の鎮吐剤、特にはニューロキニン－１受容体拮抗薬、５ＨＴ３受容体拮
抗薬（オンダンセトロン、グラニセトロン、トロピセトロンおよびザチセトロン（zatise
tron）など）、ＧＡＢＡＢ受容体作働薬（バクロフェンなど）、コルチコステロイド（デ
カドロン（デキサメタゾン）、ケナログ、アリストコルト（Aristocort）、ナサリド（Na
salide）、プレフェリド（Preferid）、ベネコルテン（Benecorten）または米国特許第２
７８９１１８号、２９９０４０１号、３０４８５８１号、３１２６３７５号、３９２９７
６８号、３９９６３５９号、３９２８３２６号および３７４９７１２号に開示のものなど
の他の薬剤など）、抗ドーパミン薬（フェノチアジン類（例えばプロクロルペラジン、フ
ルフェナジン、チオリダジンおよびメソリダジン）、メトクロプラミドまたはドロナビノ
ール（dronabinol）など）と併用することができる。本発明の化合物を投与することで生
じる可能性がある嘔吐の治療または予防のために、ニューロキニン－１受容体拮抗薬、５
ＨＴ３受容体拮抗薬およびコルチコステロイドから選択される鎮吐剤との併用療法が好ま
しい。
【０１５７】
　本発明の化合物と併用されるニューロキニン－１受容体拮抗薬については、例えば米国
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特許第５１６２３３９号、５２３２９２９号、５２４２９３０号、５３７３００３号、５
３８７５９５号、５４５９２７０号、５４９４９２６号、５４９６８３３号、５６３７６
９９号、５７１９１４７号；欧州特許公開ＥＰ０３６０３９０、０３９４９８９、０４２
８４３４、０４２９３６６、０４３０７７１、０４３６３３４、０４４３１３２、０４８
２５３９、０４９８０６９、０４９９３１３、０５１２９０１、０５１２９０２、０５１
４２７３、０５１４２７４、０５１４２７５、０５１４２７６、０５１５６８１、０５１
７５８９、０５２０５５５、０５２２８０８、０５２８４９５、０５３２４５６、０５３
３２８０、０５３６８１７、０５４５４７８、０５５８１５６、０５７７３９４、０５８
５９１３、０５９０１５２、０５９９５３８、０６１０７９３、０６３４４０２、０６８
６６２９、０６９３４８９、０６９４５３５、０６９９６５５、０６９９６７４、０７０
７００６、０７０８１０１、０７０９３７５、０７０９３７６、０７１４８９１、０７２
３９５９、０７３３６３２および０７７６８９３；ＰＣＴ国際特許公開ＷＯ９０／０５５
２５、９０／０５７２９、９１／０９８４４、９１／１８８９９、９２／０１６８８、９
２／０６０７９、９２／１２１５１、９２／１５５８５、９２／１７４４９、９２／２０
６６１、９２／２０６７６、９２／２１６７７、９２／２２５６９、９３／００３３０、
９３／００３３１、９３／０１１５９、９３／０１１６５、９３／０１１６９、９３／０
１１７０、９３／０６０９９、９３／０９１１６、９３／１００７３、９３／１４０８４
、９３／１４１１３、９３／１８０２３、９３／１９０６４、９３／２１１５５、９３／
２１１８１、９３／２３３８０、９３／２４４６５、９４／００４４０、９４／０１４０
２、９４／０２４６１、９４／０２５９５、９４／０３４２９、９４／０３４４５、９４
／０４４９４、９４／０４４９６、９４／０５６２５、９４／０７８４３、９４／０８９
９７、９４／１０１６５、９４／１０１６７、９４／１０１６８、９４／１０１７０、９
４／１１３６８、９４／１３６３９、９４／１３６６３、９４／１４７６７、９４／１５
９０３、９４／１９３２０、９４／１９３２３、９４／２０５００、９４／２６７３５、
９４／２６７４０、９４／２９３０９、９５／０２５９５、９５／０４０４０、９５／０
４０４２、９５／０６６４５、９５／０７８８６、９５／０７９０８、９５／０８５４９
、９５／１１８８０、９５／１４０１７、９５／１５３１１、９５／１６６７９、９５／
１７３８２、９５／１８１２４、９５／１８１２９、９５／１９３４４、９５／２０５７
５、９５／２１８１９、９５／２２５２５、９５／２３７９８、９５／２６３３８、９５
／２８４１８、９５／３０６７４、９５／３０６８７、９５／３３７４４、９６／０５１
８１、９６／０５１９３、９６／０５２０３、９６／０６０９４、９６／０７６４９、９
６／１０５６２、９６／１６９３９、９６／１８６４３、９６／２０１９７、９６／２１
６６１、９６／２９３０４、９６／２９３１７、９６／２９３２６、９６／２９３２８、
９６／３１２１４、９６／３２３８５、９６／３７４８９、９７／０１５５３、９７／０
１５５４、９７／０３０６６、９７／０８１４４、９７／１４６７１、９７／１７３６２
、９７／１８２０６、９７／１９０８４、９７／１９９４２および９７／２１７０２；英
国特許公開２２６６５２９、２２６８９３１、２２６９１７０、２２６９５９０、２２７
１７７４、２２９２１４４、２２９３１６８、２２９３１６９および２３０２６８９に詳
細に記載されている。そのような化合物の製造については、上記の特許および公報（これ
らは参照によって本明細書に組み込まれる）に詳細に記載されている。
【０１５８】
　特に、本発明の化合物と併用されるニューロキニン－１受容体拮抗薬は、米国特許第５
７１９１４７号に記載の２－（Ｒ）－（１－（Ｒ）－（３，５－ビス（トリフルオロメチ
ル）フェニル）エトキシ）－３－（Ｓ）－（４－フルオロフェニル）－４－（３－（５－
オキソ－１Ｈ，４Ｈ－１，２，４－トリアゾロ）メチル）モルホリンまたはそれの製薬上
許容される塩である。
【０１５９】
　本発明の化合物は、貧血の治療において有用な薬剤とともに投与することもできる。そ
のような貧血治療薬は例えば、連続赤血球生成受容体活性化剤（エポエチンアルファなど
）である。
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【０１６０】
　本発明の化合物は、好中球減少症の治療に有用な薬剤とともに投与することもできる。
そのような好中球減少症治療薬は例えば、ヒト顆粒球コロニー刺激因子（Ｇ－ＣＳＦ）な
どの好中球の産生および機能を調節する造血成長因子である。Ｇ－ＣＳＦの例にはフィル
グラスチムなどがある。
【０１６１】
　本発明の化合物は、レバミソール、イソプリノシンおよびザダキシン（Zadaxin）など
の免疫強化剤とともに投与することもできる。
【０１６２】
　従って本発明の範囲には、
　１）エストロゲン受容体調節剤；
　２）アンドロゲン受容体調節剤；
　３）レチノイド受容体調節剤；
　４）細胞傷害剤；
　５）抗増殖剤；
　６）プレニル蛋白トランスフェラーゼ阻害薬；
　７）ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬；
　８）ＨＩＶプロテアーゼ阻害薬；
　９）逆転写酵素阻害薬；
　１０）血管新生阻害薬；
　１１）ＰＰＡＲ－γ作働薬、
　１２）ＰＰＡＲ－δ作働薬、
　１３）固有多薬剤耐性阻害薬、
　１４）鎮吐剤、
　１５）貧血治療に有用な薬剤、
　１６）好中球減少症の治療に有用な薬剤、および
　１７）免疫強化剤
　から選択される第２の化合物との併用での、本明細書で特許請求されている化合物の使
用が包含される。
【０１６３】
　第２の化合物として使用する血管新生阻害薬は、チロシンキナーゼ阻害薬、表皮由来成
長因子阻害薬、線維芽細胞由来成長因子阻害薬、血小板由来成長因子阻害薬、ＭＭＰ（基
質金属プロテアーゼ）阻害薬、インテグリン遮断薬、インターフェロン－α、インターロ
イキン－１２、ペントサンポリ硫酸、シクロオキシゲナーゼ阻害薬、カルボキシアミドト
リアゾール、コンブレタスタチン（combretastatin）Ａ－４、スクアラミン、６－Ｏ－ク
ロロアセチルカルボニル）－フマギロール（fumagillol）、サリドマイド、アンギオスタ
チン、トロポニン－１またはＶＥＧＦに対する抗体である。１実施形態において、エスト
ロゲン受容体調節剤は、タモキシフェンおよびラロキシフェン（raloxifene）から選択さ
れる。
【０１６４】
　特許請求の範囲には、癌の治療方法であって、放射線療法との併用および／または
　１）エストロゲン受容体調節剤；
　２）アンドロゲン受容体調節剤；
　３）レチノイド受容体調節剤；
　４）細胞傷害剤；
　５）抗増殖剤；
　６）プレニル蛋白トランスフェラーゼ阻害薬；
　７）ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害薬；
　８）ＨＩＶプロテアーゼ阻害薬；
　９）逆転写酵素阻害薬；
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　１０）血管新生阻害薬；
　１１）ＰＰＡＲ－γ作働薬、
　１２）ＰＰＡＲ－δ作働薬、
　１３）固有多薬剤耐性阻害薬、
　１４）鎮吐剤、
　１５）貧血治療に有用な薬剤、
　１６）好中球減少症の治療に有用な薬剤、および
　１７）免疫強化剤
　から選択される化合物との併用で治療上有効量の式Ｉの化合物を投与することを含む方
法も含まれる。
【０１６５】
　固定用量として製剤する場合、そのような組合せ薬は、下記の用量範囲内の本発明の化
合物および承認された用量範囲内での他の製薬上活性な薬剤を用いる。組合せ製剤が不適
切である場合には別法として、本発明の化合物を、公知の製薬上許容される薬剤と順次使
用することができる。
【０１６６】
　本発明の化合物に関しての「投与」およびそれの派生表現（例：化合物の「投与」）は
、処置を必要とする動物の系への、前記化合物または前記化合物のプロドラッグの導入を
意味する。本発明の化合物またはその化合物のプロドラッグが１以上の他薬剤（例：細胞
毒剤など）との組合せで提供される場合、「投与」およびそれの派生表現はそれぞれ、前
記化合物もしくはそれのプロドラッグおよび他薬剤の同時および順次導入を含むものと理
解される。
【０１６７】
　本明細書で使用する場合、「組成物」という用語は、所定量で所定の成分を含むもの、
ならびに直接または間接に、所定量での所定の成分の組み合わせによって得られるものを
包含するものである。
【０１６８】
　本明細書で使用される「治療上有効量」という用語は、研究者、獣医、医師その他の臨
床関係者が追求する組織、系、動物またはヒトでの生理的または医学的応答を誘発する活
性化合物または医薬品の量を意味する。
【０１６９】
　「癌の治療」という用語は、癌状態を患う哺乳動物への投与を指し、癌細胞を殺すこと
で癌状態を改善する効果と、さらには癌の成長および／または転移の阻害を生じる効果も
指すものである。
【０１７０】
　本発明はさらに、ＫＳＰに結合する他の薬剤をスクリーニングする方法での本発明の化
合物の使用を含む。ＫＳＰキネシンに結合する化合物のスクリーニング方法で本発明の化
合物を用いるために、ＫＳＰを支持体に結合させ、本発明の化合物（有糸分裂剤である）
をアッセイ物に加える。別法として、本発明の化合物を支持体に結合させ、ＫＳＰを加え
る。新規な結合剤を探すことができる化合物群には、特異的抗体、化学ライブラリのスク
リーニングで確認される非天然結合剤、ペプチド類縁体などがある。特に興味深いものは
、ヒト細胞に対して低毒性を有する候補薬剤のスクリーニングアッセイである。それに関
しては非常に多様なアッセイを用いることができ、標識in vitro蛋白－蛋白結合アッセイ
、電気泳動移動度シフトアッセイ、蛋白結合に関する免疫アッセイ、機能アッセイ（リン
酸化アッセイなど）などがある。
【０１７１】
　有糸分裂剤のＫＳＰに対する結合の測定は、多くの方法で行うことができる。別の実施
形態では、有糸分裂剤（本発明の化合物）を、例えば蛍光部分もしくは放射活性部分で標
識し、結合を直接測定する。例えばそれは、ＫＳＰの全体もしくは一部を固体担体に結合
させ、標識有糸分裂剤（例えば、少なくとも１個の原子が検出可能な放射性同位体で置き
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換わっている本発明の化合物）を加え、過剰の試薬を洗い流し、標識の量が固体担体上に
存在するものであるか否かを確認することで行うことができる。当業界で公知のように、
各種の遮断段階および洗浄段階を用いることができる。
【０１７２】
　本明細書における「標識」とは、化合物が直接もしくは間接的に、検出可能な信号を与
える標識、例えば放射性同位元素、蛍光タグ、酵素、抗体、磁性粒子などの粒子、化学発
光タグまたは特異的結合分子などで標識されていることを意味する。特異的結合分子には
、ビオチンとストレプトアビジン、ジゴキシンとアンチジゴキシンなどのペアなどがある
。特異的結合の構成員については、通常は相補的構成員を、上記で説明したように公知の
手順に従って、検出を提供する分子で標識することになると考えられる。標識は、直接ま
たは間接に検出可能信号を提供することができる。
【０１７３】
　一部の実施形態において、構成要素の一つのみを標識する。例えばキネシン蛋白は、１

２５Ｉまたは蛍光団を用いてチロシン位置で標識することができる。別法として、複数の
構成要素を、例えば蛋白には１２５Ｉ、有糸分裂剤には蛍光団を用いて、異なる標識で標
識することができる。
【０１７４】
　本発明の化合物は、別の候補薬剤をスクリーニングする上での競合剤として用いること
もできる。「生理活性候補剤」または「候補薬剤」または本明細書で使用される文法的均
等物は、生理活性について試験の対象となるタンパク質、オリゴペプチド、小有機分子、
多糖類、ポリヌクレオチドなどの分子を表す。それらは、細胞増殖表現型または細胞増殖
配列（核酸配列および蛋白配列の両方など）の発現を直接または間接に変えることができ
る。他の場合、細胞増殖蛋白結合および／または活性の変化をスクリーニングする。この
種のスクリーニングは、微小管の存在下もしくは非存在下で行う。蛋白結合または活性を
スクリーニングする場合、別の実施形態においては、その特定の蛋白に結合することがす
でに知られている分子、例えば微小管などのポリマー構造、そしてＡＴＰなどのエネルギ
ー源は除外される。本明細書でのアッセイのさらに別の実施形態には、本明細書において
「外因」剤と称される内因的自然状態で細胞増殖蛋白に結合しない候補剤が含まれる。さ
らに別の実施形態ではさらに、外因剤はＫＳＰに対する抗体を除外するものである。
【０１７５】
　候補薬剤は、多くの化学分類を包含することができる。ただし代表的にはそれは有機分
子であり、特には分子量が１００より大きく、約２５００ダルトン未満である小有機化合
物である。候補薬剤は、蛋白との構造的相互作用、特には水素結合および親油性結合に必
要な官能基を有し、例えば少なくとも１個のアミン、カルボニル、ヒドロキシル、エーテ
ルまたはカルボキシル基、そしてさらに別の例として、少なくとも２個の機能的化学基を
含む。候補薬剤は多くの場合、１以上の上記官能基で置換された環状炭素もしくは複素環
構造および／または芳香族もしくは多芳香族構造を有する。候補薬剤はまた、ペプチド類
、糖類、脂肪酸類、ステロイド類、プリン類、ピリミジン類、誘導体、構造的類縁体また
はそれらの組み合わせなどの分子もある。１実施形態では、候補薬剤はペプチド類である
。
【０１７６】
　候補薬剤は、合成もしくは天然化合物のライブラリを含む非常に多様な入手源から得ら
れる。例えば、無作為化オリゴヌクレオチドなどの多くの手段が、非常に多様な有機化合
物を生体分子の無作為かつ直接の合成に利用可能である。別法として、細菌、真菌、植物
および動物抽出物の形態での天然化合物のライブラリが利用可能であるか、容易に製造さ
れる。さらに、天然もしくは合成的に製造されたライブラリおよび化合物は、従来の化学
的、物理的および生化学的手段によって容易に修飾される。公知の薬物について、アシル
化、アルキル化、エステル化、アミジン化などの直接もしくはランダムな化学修飾を行っ
て、構造的類縁体を製造することができる。
【０１７７】
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　第１のサンプルでＫＳＰと候補薬剤を組み合わせることで、競争的スクリーニングアッ
セイを行うことができる。第２のサンプルは、有糸分裂剤、ＫＳＰおよび候補薬剤を含む
。それは、微小管の存在下もしくは非存在下で行うことができる。候補薬剤の結合を両方
のサンプルについて測定し、２つのサンプル間での結合における変化または差が、ＫＳＰ
に結合することができ、その活性を調節する可能性のある薬剤の存在を示す。すなわち、
候補薬剤の結合が第１のサンプルと比較して第２のサンプルにおいて異なる場合、その候
補薬剤はＫＳＰに結合することができる。
【０１７８】
　別の実施形態において、候補薬剤の結合を、競争的結合アッセイを用いて確認する。こ
の実施形態では競争剤は、抗体、ペプチド、結合相手、リガンドなどのＫＳＰに結合する
ことが知られている結合部分である。ある一定の環境下では、候補剤と結合部分との間に
競争的結合がある可能性があり、結合部分が候補剤に置き換わる。
【０１７９】
　１実施形態では、候補剤を標識する。最初に、候補剤もしくは競争剤のいずれか、ある
いはその両方を、存在するのであれば結合を可能とするだけの期間にわたってＫＳＰに加
える。至適活性を促進する温度、代表的には約４～約４０℃でインキュベーションを行う
ことができる。
【０１８０】
　インキュベーション期間は至適活性が得られるように選択されるが、迅速で高スループ
ットのスクリーニングを促進するように至適化することもできる。代表的には、０．１～
１時間で十分である。通常、過剰の試薬を除去または洗い流す。次に、第２の成分を加え
、成分の有無を追跡して、結合を示す。
【０１８１】
　１実施形態において、競争剤を最初に加え、次に候補剤を加える。競争剤が置き換わっ
ていればそれは、候補剤がＫＳＰに結合しており、従ってＫＳＰに結合することができ、
その活性を調節する可能性があることを示している。その実施形態では、いずれかの成分
を標識することができる。そこで例えば、競争剤が標識されている場合、洗浄液中に標識
が存在すれば、薬剤による置き換わりが示されている。あるいは、候補剤が標識されてい
る場合、支持体上に標識が存在すれば置き換わりが示されている。
【０１８２】
　別の実施形態においては、候補剤を最初に加え、インキュベーションおよび洗浄を行っ
て、次に競争剤を加える。競争剤による結合がなければ、候補剤の方が高い親和性でＫＳ
Ｐに結合することが示されると考えられる。従って、候補剤が標識されている場合、競争
剤結合が欠如しているとともに支持体上に標識が存在すれば、候補剤がＫＳＰに結合でき
ることが示されることになると考えられる。
【０１８３】
　ＫＳＰの結合部位を確認することは有用となり得る。それは、各種方法で行うことがで
きる。１実施形態においては、ＫＳＰが有糸分裂剤に結合することが確認されたら、ＫＳ
Ｐを断片化もしくは修飾し、そのアッセイを再度行って、結合に必要な構成要素を確認す
る。
【０１８４】
　調節の試験は、上記のように候補剤とＫＳＰを組み合わせる段階およびＫＳＰの生理活
性における変化を確認することを含む、ＫＳＰ活性を調節することができる候補薬剤につ
いてのスクリーニングによって行う。そこでこの実施形態では、候補薬剤は、ＫＳＰに結
合し（ただし、それは必要ない場合がある）、しかも本明細書で定義のそれの生理活性も
しくは生化学的活性を変えるものでなければならない。これらの方法は、in vitroスクリ
ーニング方法と、前述したような細胞周期分布、細胞生存性における変化、または有糸分
裂紡錘糸の存在、形態、活性、分布もしくは量に関する細胞のおよびin vivoスクリーニ
ングとの両方を含む。
【０１８５】
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　別法として、異なるスクリーニングを用いて、天然ＫＳＰには結合するが修飾ＫＳＰに
は結合できない候補薬剤を確認することができる。
【０１８６】
　これらのアッセイでは、陽性対照および陰性対照を用いることができる。好ましくは、
全ての対照サンプルおよび試験サンプルについて少なくとも３連で試験を行って、統計的
に有意な結果を得る。全サンプルのインキュベーションを、薬剤が蛋白に結合するだけの
期間にわたって行う。インキュベーション後、全てのサンプルを洗浄して非特異的結合物
を除去し、結合した標識薬剤の量を測定する。例えば、放射能標識を用いる場合、サンプ
ルをシンチレーションカウンタでカウンティングして、結合した化合物の量を測定するこ
とができる。
【０１８７】
　スクリーニングアッセイには、各種の他の試薬を用いることができる。それには、至適
な蛋白－蛋白結合を促進し、ないしは非特異的もしくはバックグラウンド相互作用を低減
するのに用いることができる塩、中性蛋白（例：アルブミン）、洗剤等の試薬などがある
。プロテアーゼ阻害薬、ヌクレアーゼ阻害薬、抗菌剤などの他の形態でアッセイの効率を
高める試薬も用いることができる。構成成分の混合物は、必要な結合が得られればいかな
る順序でも加えることができる。
【０１８８】
　本発明の上記および他の態様については、本明細書に記載の内容から明らかになろう。
【０１８９】
　アッセイ
　実施例に記載の本発明の化合物の試験を、以下に記載のアッセイによって行ったところ
、キナーゼ阻害活性を有することが認められた。他のアッセイが文献で公知であり、当業
者であればそれを容易に行うことができると考えられる（例えば、ＰＣＴ公開ＷＯ　０１
／３０７６８（２００１年５月３日、１８～２２頁）参照）。
【０１９０】
　Ｉ．キネシンＡＴＰａｓｅのin vitroアッセイ
　ヒトポリヒスチジン標識ＫＳＰ運動領域（ＫＳＰ（３６７Ｈ））のクローニングおよび
発現
　ヒトＫＳＰ運動領域構築物の発現のためのプラスミドを、テンプレートとしてｐＢｌｅ
ｕｓｃｒｉｐｔ全長ヒトＫＳＰ構築物（Blangy et al., Cell, vol. 83, pp1159-1169, 1
995）を用いるＰＣＲによってクローニングした。Ｎ末端プライマー５′－ＧＣＡＡＣＧ
ＡＴＴＡＡＴＡＴＧＧＣＧＴＣＧＣＡＧＣＣＡＡＡＴＴＣＧＴＣＴＧＣＧＡＡＧ（配列番
号　）およびＣ末端プライマー５′－ＧＣＡＡＣＧＣＴＣＧＡＧＴＣＡＧＴＧＡＴＧＡＴ
ＧＧＴＧＧＴＧＡＴＧＣＴＧＡＴＴＣＡＣＴＴＣＡＧＧＣＴＴＡＴＴＣＡＡＴＡＴ（配列
番号　）を用いて、運動領域とネックリンカー領域を増幅した。ＰＣＲ産物を、ＡｓｅＩ
およびＸｈｏＩで消化させ、ｐＲＳＥＴａ（Invitrogen）のＮｄｅＩ／ＸｈｏＩ消化産物
に連結させ、大腸菌ＢＬ２１（ＤＥ３）に形質転換させた。
【０１９１】
　細胞を３７℃で、ＯＤ６００が０．５となるまで増殖させた。培地を室温まで冷却した
後、ＫＳＰの発現を１００μＭ　ＩＰＴＧで誘発し、インキュベーションを終夜続けた。
細胞を遠心によってペレットとし、氷冷ＰＢＳで１回洗浄した。ペレットを急速冷凍し、
－８０℃で保存した。
【０１９２】
　蛋白精製
　細胞ペレットを氷上で解凍し、溶解緩衝液（５０ｍＭ　Ｋ－ＨＥＰＥＳ、ｐＨ８．０、
２５０ｍＭ　ＫＣｌ、０．１％Ｔｗｅｅｎ、１０ｍＭイミダゾール、０．５ｍＭ　Ｍｇ－
ＡＴＰ、１ｍＭ　ＰＭＳＦ、２ｍＭベンゾイミジン、１×完全プロテアーゼ阻害薬カクテ
ル（Roche））に再懸濁させた。細胞懸濁液を１ｍｇ／ｍＬのリゾチームおよび５ｍＭ　
β－メルカプトエタノールとともに、氷上で１０分間インキュベートしてから、超音波処
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理した（３０秒間で３回）。その後の手順はいずれも４℃で行った。溶解物を４００００
×ｇで４０分間遠心した。上清を希釈し、緩衝液Ａ（５０ｍＭ　Ｋ－ＨＥＰＥＳ、ｐＨ６
．８、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１ｍＭ　ＥＧＴＡ、１０μＭ　Ｍｇ－ＡＴＰ、１ｍＭ　ＤＴ
Ｔ）中のＳＰセファロースカラム（Pharmacia、５ｍＬカートリッジ）に加え、緩衝液Ａ
中の０～７５０ｍＭ　ＫＣｌ勾配で溶離した。ＫＳＰを含有する分画を合わせ、Ｎｉ－Ｎ
ＴＡ樹脂（Qiagen）で１時間インキュベートした。樹脂を緩衝液Ｂ（溶解緩衝液からＰＭ
ＳＦおよびプロテアーゼ阻害薬カクテルを除外したもの）で３回洗浄し、次に１５分間の
インキュベーションを３回行い、緩衝液Ｂで洗浄した。最後に、樹脂をインキュベートし
、緩衝液Ｃ（ｐＨ６．０以外は緩衝液Ｂと同じ）での１５分間の洗浄を３回行い、カラム
に投入した。ＫＳＰを、溶離緩衝液（１５０ｍＭ　ＫＣｌおよび２５０ｍＭイミダゾール
以外は緩衝液Ｂと同じ）で溶離した。ＫＳＰ含有分画を合わせ、１０％ショ糖液とし、－
８０℃で保存した。
【０１９３】
　ウシ脳から単離したチューブリンから、微小管を得る。１ｍｇ／ｍＬの精製チューブリ
ン（＞９７％ＭＡＰ非含有）を、ＢＲＢ８０緩衝液（ｐＨ６．８の８０ｍＭ　Ｋ－ＰＩＰ
ＥＳ、１ｍＭ　ＥＧＴＡ、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２）中１０μＭパクリタキセル、１ｍＭ　Ｄ
ＴＴ、１ｍＭ　ＧＴＰの存在下に３７℃で重合させる。超遠心および上清の除去によって
、得られた微小管を非重合チューブリンから分離する。微小管を含むペレットを、ＢＲＢ
８０中１０μＭパクリタキセル、１ｍＭ　ＤＴＴ、５０μｇ／ｍＬアンピシリンおよび５
μｇ／ｍＬクロラムフェニコールにやさしく再懸濁させる。
【０１９４】
　キネシン運動領域を、８０ｍＭ　Ｋ－ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．０）、１ｍＭ　ＥＧＴＡ、
１ｍＭ　ＤＴＴ、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２および５０ｍＭ　ＫＣｌを含む緩衝液中、２３℃で
微小管、１ｍＭ　ＡＴＰ（１：１ＭｇＣｌ２：Ｎａ－ＡＴＰ）および化合物とともにイン
キュベートする。８０ｍＭ　ＨＥＰＥＳおよび５０ｍＭ　ＥＤＴＡの最終緩衝液組成物で
２～１０倍希釈することで、反応を停止する。反応停止液Ａ：反応停止液Ｂを２：１の比
で含む反応停止液Ｃ緩衝液１５０μＬを加えることで、キナルジンレッド／モリブデン酸
アンモニウムアッセイによって、ＡＴＰ加水分解反応からの遊離リン酸化合物を測定する
。反応停止液Ａは０．１ｍｇ／ｍＬのキナルジンレッドおよび０．１４％ポリビニルアル
コールを含み、反応停止液Ｂは１．１５Ｍ硫酸中に１２．３ｍＭモリブデン酸アンモニウ
ム・４水和物を含む。反応液を２３℃で１０分間インキュベートし、リン－モリブデン酸
錯体の吸光度を５４０ｎｍで測定する。
【０１９５】
　実施例に記載の化合物１－８、２－９、２－１０、３－２および４－１について上記ア
ッセイでの試験を行ったところ、ＩＣ５０≦５０μＭを有することが認められた。
【０１９６】
　ＩＩ．細胞増殖アッセイ
　細胞を、２４時間、４８時間および７２時間にわたる対数的増殖を可能とする密度で９
６ウェル組織培養皿に接種し、終夜で付着させる。翌日、全てのプレートに、１／２対数
値差で１０点の滴定にて化合物を加える。各一連の滴定は３連で実施し、アッセイを通じ
てＤＭＳＯ濃度を０．１％の一定に維持する。０．１％ＤＭＳＯ単独の対照も含める。各
一連の化合物希釈を、血清を含まない培地で行う。アッセイ中の血清の最終濃度は、培地
容積２００μＬ中で５％である。アラマーブルー染色試薬２０μＬを、薬剤添加から２４
時間後、４８時間後または７２時間後に、滴定プレート上の各サンプルおよび対照ウェル
に加え、３７℃でのインキュベーションに戻す。６～１２時間後に、アラマーブルー蛍光
を、励起波長５３０～５６０ｎｍ、発光５９０ｎｍを用いるサイトフルオル（CytoFluor
）ＩＩプレート読取装置で分析する。
【０１９７】
　ｘ軸に化合物濃度をプロットし、ｙ軸に各滴定点についての細胞増殖の平均阻害パーセ
ントをプロットすることで、細胞傷害性ＥＣ５０を誘導する。媒体単独で処理した対照ウ
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ェルでの細胞増殖を、このアッセイでの１００％増殖と定義し、化合物で処理した細胞の
増殖をその値と比較する。当社所有の社内ソフトウェアを使って、論理的４パラメータ曲
線適合を用いて、細胞傷害値パーセントおよび感染ポイントを計算する。細胞毒性パーセ
ントは、下記のように定義される。
【０１９８】
　細胞傷害％：（蛍光対照）－（蛍光サンプル）×１００×（蛍光対照）－１。
【０１９９】
　変曲点を細胞傷害ＥＣ５０として報告する。
【０２００】
　ＩＩＩ．ＦＡＣＳによる有糸分裂停止およびアポトーシスの評価
　ＦＡＣＳ分析を用いて、処理細胞群におけるＤＮＡ含有量を測定することで、化合物が
有糸分裂を停止させ、アポトーシスを誘発する能力を評価する。細胞１．４×１０６個／
６ｃｍ２組織培養皿の密度で細胞を接種し、終夜で付着させる。次に、細胞を媒体（０．
１％ＤＭＳＯ）または一連の化合物の滴定液で８～１６時間処理する。処理後、指定の時
点でトリプシン添加によって細胞を回収し、遠心によってペレットとする。細胞ペレット
をＰＢＳで洗浄し、７０％エタノールで固定し、４℃で終夜またはそれ以上保存する。
【０２０１】
　ＦＡＣＳ分析を行うため、少なくとも５０００００個の固定細胞をペレットとし、吸引
によって７０％エタノールを除去する。次に、ＲＮａｓｅＡ（５０クニッツ（Kunitz）単
位／ｍＬ）およびヨウ化プロピジウム（５０μｇ／ｍＬ）とともに、細胞を４℃で３０分
間インキュベートし、ベクトン・ディッキンソン（Becton Dickinson）ＦＡＣＳカリバを
用いて分析する。データ（細胞１００００個から）を、モドフィット（Modfit）細胞周期
分析モデリングソフトウェア（Verity Inc.）を用いて解析する。
【０２０２】
　ｘ軸に化合物濃度をプロットし、ｙ軸に各滴定点での細胞周期のＧ２／Ｍ基の細胞のパ
ーセント（ヨウ化プロピジウム蛍光によって測定）をプロットすることで、有糸分裂停止
に関するＥＣ５０を誘導する。シグマプロット（SigmaPlot）プログラムを用いてデータ
解析を行って、論理的４パラメータ曲線適合を用いて変曲点を計算する。その変曲点を有
糸分裂停止に関するＥＣ５０として報告する。同様の方法を用いて、アポトーシスについ
ての化合物ＥＣ５０を測定する。その場合、各滴定点でのアポトーシス細胞のパーセント
（ヨウ化プロピジウム蛍光によって測定）をｙ軸にプロットして、同様の解析を上記の方
法に従って行う。
【０２０３】
　ＶＩ．単極紡錘糸を検出するための免疫蛍光顕微鏡検査
　ＤＮＡ、チューブリンおよびペリセントリンの免疫蛍光染色方法は、実質的に文献（Ka
poor et al., 2000, J. Cell Biol., 150: 975-988）に記載の方法に従う。細胞培養試験
を行うため、組織培養処理ガラスチャンバスライドグラス上で細胞を平板培養し、終夜で
付着させる。次に、細胞を対象化合物とともに４℃で１６時間インキュべートする。イン
キュベーション完了後、培地および薬剤を吸引し、チャンバおよびガスケットをスライド
グラスから外す。次に、参照のプロトコールに従って、細胞を浸透性とし、固定し、洗浄
し、非特異的抗体結合について遮断する。パラフィン包埋腫瘍切片をキシレンでパラフィ
ン除去し、一連のエタノールで再水和させてから、遮断を行う。スライドグラスを、一次
抗体（マウスモノクローナル抗－α－チューブリン抗体、１：５００希釈したシグマ（Si
gma）からのクローンＤＭ１Ａ；１：２０００希釈したコバンス（Covance）からのウサギ
ポリクローナル抗ペリセントリン抗体）中、４℃で終夜インキュベートする。洗浄後、１
５μｇ／ｍＬまで希釈した接合二次抗体（チューブリンについてのＦＩＴＣ接合ロバ抗マ
ウスＩｇＧ；ペリセントリンについてのテキサスレッド（Texasred）接合ロバ抗ウサギＩ
ｇＧ）とともに、スライドグラスを室温で１時間インキュベートする。次に、スライドグ
ラスを洗浄し、ヘキスト（Hoechst）３３３４２で対比染色して、ＤＮＡを肉眼で確認で
きるようにする。免疫染色したサンプルを、メタモルフ（Metamorph）デコンボリューシ
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ョンおよび画像ソフトウェアを用い、ニコン（Nikon）落射蛍光顕微鏡上の１００倍油浸
レンズで撮像する。
【実施例】
【０２０４】
　ここで提供される実施例は、本発明についての理解をさらに深める上で役立てることを
意図したものである。使用した特定の材料、化学種および条件は、本発明を説明するため
のものであり、本発明の妥当な範囲を限定するものではない。
【０２０５】
【化３０】

【０２０６】
　３－（ブチリルアミノ）チオフェン－２－カルボン酸メチル（１－２）
　撹拌バーを入れた火炎乾燥フラスコに、３－アミノチオフェン－２－カルボン酸メチル
（２．０６ｇ、１３．１ｍｍｏｌ）および脱水塩化メチレン（１０．０ｍＬ）を加えた。
得られた溶液を冷却して０℃とし、Ｎ２下で撹拌しながら、ピリジン（１．１１ｍＬ、１
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３．７ｍｍｏｌ）およびブチリルクロライド（１．４４ｍＬ、１３．７ｍｍｏｌ）の順で
処理した。氷浴を外し、反応液を昇温させて２５℃とし、３時間撹拌した。反応液を１Ｎ
　ＨＣｌに投入し、塩化メチレンで抽出した。合わせた有機相を硫酸マグネシウムで脱水
し、濾過し、濃縮して、３－（ブチリルアミノ）チオフェン－２－カルボン酸メチル（１
－２）を得た。ＭＳ：実測値２２８、理論値２２７．３。
【０２０７】
　３－（ブチリル）チオフェン－２－カルボン酸（１－３）
　３－（ブチリルアミノ）チオフェン－２－カルボン酸メチル（１－２、２．７０ｇ、１
１．９ｍｍｏｌ）を１：１ＥｔＯＨ／Ｈ２Ｏ（１０ｍＬ）に溶かし、ＫＯＨペレット（２
．００ｇ、３５．６ｍｍｏｌ）で処理した。得られた溶液を８０℃で２時間撹拌し、１Ｎ
　ＨＣｌに投入し、冷却して０℃とした。沈殿を濾過し、冷Ｅｔ２Ｏで洗浄し、真空乾燥
して、３－（ブチリルアミノ）チオフェン－２－カルボン酸（１－３）を得た。ＭＳ：実
測値２１４、理論値２１３．２。
【０２０８】
　Ｎ－ベンジル－３－（ブチリルアミノ）チオフェン－２－カルボキサミド（１－４）
　撹拌バーを入れた火炎乾燥フラスコに、Ｎ－ベンジル－３－（ブチリルアミノ）チオフ
ェン－２－カルボキサミド（１－３、１．６６ｇ、７．７８ｍｍｏｌ）および脱水ＤＭＦ
（８ｍＬ）を加えた。得られた溶液を、ＰｙＢｏｐ（４．８６ｇ、９．３４ｍｍｏｌ）、
ＴＥＡ（１．４１ｍＬ、１０．４ｍｍｏｌ）およびベンジルアミン（１．１１ｍＬ、１０
．１ｍｍｏｌ）の順で処理した。反応液を６０℃で１２時間撹拌した。完了後、反応液を
ＥｔＯＡｃ（１００ｍＬ）で希釈し、ＮａＨＣＯ３（飽和水溶液）、Ｈ２Ｏ（３０ｍＬで
３回）および飽和ＮａＣｌ水溶液（１００ｍＬ）で洗浄した。有機相をＭｇＳＯ４で脱水
し、濾過した。粗残留物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー（ＳｉＯ２、０％から
５０％ＥｔＯＡｃ／ヘキサン勾配）によって精製して、Ｎ－ベンジル－３－（ブチリルア
ミノ）チオフェン－２－カルボキサミド（１－４）を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ
、ＣＤＣｌ３）δ１１．００（ｓ、１Ｈ）、８．２０（ｄ、Ｊ＝５．５Ｈｚ、１Ｈ）、７
．３７（ｍ、６Ｈ）、６．１５（ｓ、１Ｈ）、４．６０（ｄ、Ｊ＝５．８Ｈｚ、２Ｈ）、
２．４０（ｔ、Ｊ＝７．７Ｈｚ、２Ｈ）、１．８０（ｍ、２Ｈ）、１．００（ｔ、Ｊ＝７
．４Ｈｚ、３Ｈ）；ＭＳ：実測値、３０３．０、理論値３０２．４。
【０２０９】
　３－ベンジル－２－プロピルチエノ［３，２－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（１
－５）
　Ｎ－ベンジル－３－（ブチリルアミノ）チオフェン－２－カルボキサミド（１－４、２
．００ｇ、６．６０ｍｍｏｌ）をエチレングリコール（１５．０ｍＬ）に溶かし、ＮａＯ
Ｈペレット（２６ｍｇ、０．６６ｍｍｏｌ）で処理した。反応液を１３５℃で３時間加熱
し、放冷した。反応液をＥｔＯＡｃ（１００ｍＬ）で希釈し、ＮＨ４Ｃｌ、Ｈ２Ｏ（２０
ｍＬで２回）、ＮａＣｌ（３０ｍＬ）で洗浄し、ＭｇＳＯ４で脱水した。有機相を濃縮し
て、３－ベンジル－２－プロピルチエノ［３，２－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（
１－５）を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ７．７７（ｄ、Ｊ＝５．
２Ｈｚ、１Ｈ）、７．３０（ｍ、４Ｈ）、７．１７（ｄ、Ｊ＝６．４Ｈｚ、２Ｈ）、５．
４３（ｓ、２Ｈ）、２．７３（ｍ、２Ｈ）、１．８５（ｍ、２Ｈ）、０．９８（ｔ、Ｊ＝
７．３Ｈｚ、３Ｈ）；ＭＳ：実測値２８５．０、理論値２８４．３。
【０２１０】
　３－ベンジル－２－（１－ブロモプロピル）チエノ［３，２－ｄ］ピリミジン－４（３
Ｈ）－オン（１－６）
　３－ベンジル－２－プロピルチエノ［３，２－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（１
－５、０．８０ｇ、２．８１ｍｍｏｌ）をＡｃＯＨ（３．０ｍＬ）に溶かし、Ｂｒ２（無
希釈０．４３ｍＬ、８．４４ｍｍｏｌ）で処理した。反応液を昇温させて６０℃として６
時間経過させ、濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィー（ＳｉＯ２、０
％から１０％ＥｔＯＡｃ／ヘキサン勾配）によって精製して、３－ベンジル－２－（１－
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。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ７．８２（ｄ、Ｊ＝５．２Ｈｚ、１Ｈ）
、７．２８（ｍ、４Ｈ）、７．１５（ｄ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、２Ｈ）、６．２６（ｄ、Ｊ＝
１６．５Ｈｚ、１Ｈ）、４．９３（ｄ、Ｊ＝１６．５Ｈｚ、１Ｈ）、４．６８（ｔ、Ｊ＝
７．１Ｈ、１Ｈ）、２．４３（ｍ、１Ｈ）、２．２５（ｍ、１Ｈ）、０．７３（ｔ、Ｊ＝
７．０Ｈｚ、３Ｈ）；ＭＳ：実測値３６４．８、理論値３６３．２。
【０２１１】
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チ
エノ［３，２－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（１－７）
　３－ベンジル－２－（１－ブロモプロピル）チエノ［３，２－ｄ］ピリミジン－４（３
Ｈ）－オン（１－６、０．０３２ｇ、０．０８８ｍｍｏｌ）をＥｔＯＨ（２．０ｍＬ）に
溶かし、Ｎ，Ｎ－ジメチルエチレンジアミン（０．０３ｍＬ、０．２６ｍｍｏｌ）で処理
した。反応液を８０℃として２４時間経過させた。反応液をＥｔＯＡｃ（２０ｍＬ）で希
釈し、５％ＮＨ４Ｃｌで洗浄し、ＭｇＳＯ４で脱水した。有機相を減圧下に濃縮して、３
－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ
［３，２－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（１－７）を得た。ＭＳ：実測値３７１．
１、理論値３７０．５。
【０２１２】
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［３，２－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］ベ
ンズアミド（１－８）
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チ
エノ［３，２－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（１－７、．０３０ｇ、０．０８１ｍ
ｍｏｌ）をＤＣＥ（１．０ｍＬ）に溶かし、４－ブロモ－ベンゾイルクロライド（０．０
２６ｇ、０．１２ｍｍｏｌ）およびＴＥＡ（０．０３ｍＬ、０．２４ｍｍｏｌ）の順で処
理した。反応液を２５℃で１時間撹拌した。反応液をＤＣＭ（１０ｍＬ）で希釈し、５％
ＮａＨＣＯ３で洗浄し、ＭｇＳＯ４で脱水した。有機相を減圧下に濃縮し、フラッシュカ
ラムクロマトグラフィー（ＳｉＯ２、０％から６％ＭｅＯＨ／ＣＨ２Ｃｌ２勾配）を行っ
て、Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［３，２－ｄ］ピ
リミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］
ベンズアミド（１－８）を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ７．８３
（ｄ、Ｊ＝５．２Ｈｚ、１Ｈ）、７．５４（ｍ、２Ｈ）、７．３２（ｍ、５Ｈ）、７．１
５（ｍ、２Ｈ）、６．１１（ｄ、Ｊ＝１６．０Ｈｚ、１Ｈ）、５．９６（ｔ、Ｊ＝７．０
Ｈｚ、１Ｈ）、５．１２（ｄ、Ｊ＝１６．０Ｈｚ、１Ｈ）、３．４０（ｍ、２Ｈ）、２．
０４（ｍ、２Ｈ）、１．８５（ｍ、１Ｈ）、１．７７（ｓ、６Ｈ）、１．５９（ｍ、１Ｈ
）、０．６５（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）；ＭＳ：実測値５５３．１、理論値５５３．
５。
【０２１３】
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【０２１４】
　ｔｅｒｔ－ブチル３－［（ベンジルアミノ）カルボニル］チエン－２－イルカーバメー
ト（２－２）
　ｔｅｒｔ－ブチルリチウムのペンタン溶液（１．７Ｍ、４２．５ｍＬ、７２．３ｍｍｏ
ｌ、２．４０当量）を、ｔｅｒｔ－ブチルチエン－２－イルカーバメート（２－１、６．
００ｇ、３０．１ｍｍｏｌ、１当量）のＴＨＦ（３００ｍＬ）溶液に－７８℃で加えた。
反応混合物を４５分間撹拌し、固体ＣＯ２（約２０ｇ）を加え、得られた混合物を昇温さ
せて０℃とし、３０分間撹拌した。反応混合物を、１Ｎ塩酸水溶液と酢酸エチル（１５０
ｍＬで２回）との間で分配した。合わせた有機層を硫酸ナトリウムで脱水し、濃縮した。
残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィー（最初はヘキサン、１００％酢酸エチルま
での勾配）によって精製し、極性分画を濃縮した。残留物、ベンジルアミン（６．６１ｇ
、６１．７ｍｍｏｌ、２．０５当量）、１－（３－ジメチルアミノプロピル）－３－エチ
ルカルボジイミド塩酸塩（５．９１ｇ、３０．８ｍｍｏｌ、１．０２当量）、１－ヒドロ
キシ－７－アザベンゾトリアゾール（４．１９ｇ、３０．８ｍｍｏｌ、１．０２当量）お
よびトリエチルアミン（８．５９ｍＬ、６１．７ｍｍｏｌ、２．０５当量）のＤＭＦ（１
００ｍＬ）溶液を５５℃で２４時間撹拌した。反応混合物を濃縮し、残留物を飽和重炭酸
ナトリウム水溶液と酢酸エチル（１００ｍＬで３回）との間で分配した。合わせた有機層
を硫酸ナトリウムで脱水し、濃縮した。残留物をフラッシュカラム（最初はヘキサン、１
００％酢酸エチルまでの勾配）によって精製して、ｔｅｒｔ－ブチル３－［（ベンジルア
ミノ）カルボニル］チエン－２－イルカーバメート（２－２）を無色油状物として得た。
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１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ７．３７（ｍ、５Ｈ）、６．８７（ｄ、１
Ｈ、Ｊ＝５．８Ｈｚ）、６．６９（ｄ、１Ｈ、Ｊ＝５．８Ｈｚ）、６．１３（ｓ、１Ｈ）
、４．６１（ｄ、２Ｈ、Ｊ＝５．５Ｈｚ）、１．５２（ｓ、９Ｈ）。
【０２１５】
　Ｎ－ベンジル－２－（ブチリルアミノ）チオフェン－３－カルボキサミド（２－３）
　ｔｅｒｔ－ブチル３－［（ベンジルアミノ）カルボニル］チエン－２－イルカーバメー
ト（２－２、５００ｍｇ、１．５０ｍｍｏｌ、１当量）の溶液を０℃にてＨＣｌガスで飽
和させ、得られた溶液を０℃で１時間撹拌し、昇温させて２３℃とし、１時間撹拌した。
反応混合物を濃縮し、残留物をピリジン（１０ｍＬ）に溶かした。得られた溶液を冷却し
て０℃とし、ブチリルクロライド（４２０μＬ、４．０４ｍｍｏｌ、２．６９当量）を１
時間かけて等量ずつ３回で加えた。反応混合物を重炭酸ナトリウム水溶液と酢酸エチル（
５０ｍＬ）との間で分配した。有機層を硫酸ナトリウムで脱水し、濃縮した。残留物をフ
ラッシュカラム（最初はヘキサン、１００％酢酸エチルまでの勾配）によって精製して、
Ｎ－ベンジル－２－（ブチリルアミノ）チオフェン－３－カルボキサミド（２－３）をオ
フホワイト固体として得た。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ７．３６（ｍ
、５Ｈ）、６．９２（ｄ、１Ｈ、Ｊ＝６．１Ｈｚ）、６．７６（ｄ、１Ｈ、Ｊ＝５．８Ｈ
ｚ）、６．２３（ｓ、１Ｈ）、４．６２（ｄ、２Ｈ、Ｊ＝５．８Ｈｚ）、２．４７（ｔ、
２Ｈ、Ｊ＝７．３Ｈｚ）、１．８０（６重線、２Ｈ、Ｊ＝７．３Ｈｚ）、１．０１（ｔ、
３Ｈ、Ｊ＝７．３Ｈｚ）。
【０２１６】
　３－ベンジル－２－プロピルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２
－４）
　Ｎ－ベンジル－２－（ブチリルアミノ）チオフェン－３－カルボキサミド（２－３、２
３０ｍｇ、０．７６ｍｍｏｌ、１当量）および水酸化ナトリウム（３ｍｇ、０．０８ｍｍ
ｏｌ、０．１当量）のエチレングリコール（５ｍＬ）中混合物を、１３０℃で５時間加熱
した。反応混合物を放冷し、半飽和塩化ナトリウム水溶液と酢酸エチル（７５ｍＬで２回
）との間で分配した。合わせた有機層を硫酸ナトリウムで脱水し、濃縮した。残留物をフ
ラッシュカラム（最初にヘキサン、１００％酢酸エチルまでの勾配）によって精製して、
３－ベンジル－２－プロピルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２－
４）を無色油状物として得た。それは静置していると固化した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００Ｍ
Ｈｚ、ＣＤＣｌ３）δ７．４８（ｄ、１Ｈ、Ｊ＝５．８Ｈｚ）、７．３１（ｍ、３Ｈ）、
７．１９（ｄ、１Ｈ、Ｊ＝５．８Ｈｚ）、７．１７（ｄ、２Ｈ、Ｊ＝７．９Ｈｚ）、５．
４２（ｓ、２Ｈ）、２．７２（ｔ、２Ｈ、Ｊ＝７．６Ｈｚ）、１．７８（６重線、２Ｈ、
Ｊ＝７．６Ｈｚ）、０．９７（ｔ、３Ｈ、Ｊ＝７．３Ｈｚ）。
【０２１７】
　３－ベンジル－５，６－ジブロモ－２－（１－ブロモプロピル）チエノ［２，３－ｄ］
ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２－５）および３－ベンジル－６－ブロモ－２－（１－
ブロモプロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２－６）
　３－ベンジル－２－プロピルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２
－４、１００ｍｇ、０．３５ｍｍｏｌ、１当量）、酢酸カリウム（２０７ｍｇ、２．１ｍ
ｍｏｌ、６当量）および臭素（３３８ｍｇ、２．１ｍｍｏｌ、６当量）の酢酸（２ｍＬ）
溶液を１００℃で３時間加熱した。反応液を濃縮し、残留物をフラッシュクロマトグラフ
ィーによって精製した。３０％ヘキサン／ＥｔＯＡｃで溶離することで、３－ベンジル－
５，６－ジブロモ－２－（１－ブロモプロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（
３Ｈ）－オン（２－５）を無色固体として得た。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ

３）δ７．３５（ｍ、２Ｈ）、７．３０（ｍ、１Ｈ）、７．１４（ｄ、Ｊ＝７．３Ｈｚ、
２Ｈ）、６．１９（ｄ、Ｊ＝１６．３Ｈｚ、１Ｈ）、４．８７（ｄ、Ｊ＝１６．３Ｈｚ、
１Ｈ）、４．６２（ｔ、Ｊ＝７．３Ｈｚ、１Ｈ）、２．３５（ｍ、１Ｈ）、２．１８（ｍ
、Ｊ＝１Ｈ）、０．７２（ｔ、Ｊ＝７．３Ｈｚ、３Ｈ）。同じ溶離液でさらに溶離するこ
とで、３－ベンジル－６－ブロモ－２－（１－ブロモプロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピ



(66) JP 4597519 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

リミジン－４（３Ｈ）－オン（２－６）を無色ガム状物として得た。１Ｈ　ＮＭＲ（５０
０ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ７．５３（ｓ、１Ｈ）、７．３４（ｍ、２Ｈ）、７．２９（ｍ
、１Ｈ）、７．１２（ｄ、Ｊ＝７．３Ｈｚ、２Ｈ）、６．２１（ｄ、Ｊ＝１６．３Ｈｚ、
１Ｈ）、４．８８（ｄ、Ｊ＝１６．３Ｈｚ、１Ｈ）、４．６２（ｔ、Ｊ＝７．２Ｈｚ、１
Ｈ）、２．３７（ｍ、１Ｈ）、２．１８（ｍ、１Ｈ）、０．７２（ｔ、Ｊ＝７．３Ｈｚ、
３Ｈ）。
【０２１８】
　３－ベンジル－５，６－ジブロモ－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］ア
ミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２－７）
　３－ベンジル－５，６－ジブロモ－２－（１－ブロモプロピル）チエノ［２，３－ｄ］
ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２－５、３５ｍｇ、０．０６６ｍｍｏｌ、１当量）およ
びＮ，Ｎ－ジメチルエチレンジアミン（１７ｍｇ、０．１９８ｍｍｏｌ、３当量）のエタ
ノール（５ｍＬ）溶液を１８時間加熱還流した。反応液を濃縮し、残留物をＥｔＯＡｃと
ブラインとの間で分配した。有機層を脱水し（ＭｇＳＯ４）、濃縮して３－ベンジル－５
，６－ジブロモ－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チ
エノ－［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２－７）を黄色ガム状物として得
た。ＭＳ（Ｍ＋１）＝５２６．８。
【０２１９】
　３－ベンジル－６－ブロモ－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝
プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２－８）
　３－ベンジル－６－ブロモ－２－（１－ブロモプロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミ
ジン－４（３Ｈ）－オン（２－６、３５ｍｇ、０．０７９ｍｍｏｌ、１当量）およびＮ，
Ｎ－ジメチルエチレンジアミン（２１ｍｇ、０．２３７ｍｍｏｌ、３当量）のエタノール
（５ｍＬ）溶液を１８時間加熱還流した。反応液を濃縮し、残留物をＥｔＯＡｃとブライ
ンとの間で分配した。有機層を脱水し（ＭｇＳＯ４）、濃縮して３－ベンジル－６－ブロ
モ－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３
－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２－８）を黄色ガム状物として得た。ＭＳ（Ｍ＋
１）＝４４９．９。
【０２２０】
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－５，６－ジブロモ－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ
［２，３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチル
アミノ）エチル］ベンズアミド（２－９）
　４－ブロモベンゾイルクロライド（１９ｍｇ、０．０８５ｍｍｏｌ、１当量）の塩化メ
チレン（１ｍＬ）溶液を、３－ベンジル－５，６－ジブロモ－２－（１－｛［２－（ジメ
チルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）
－オン（２－７、４５ｍｇ、０．０８５ｍｍｏｌ、１当量）およびＮ，Ｎ－ジイソプロピ
ルエチルアミン（１１ｍｇ、０．０８５ｍｍｏｌ、１当量）の塩化メチレン（５ｍＬ）溶
液に加え、得られた反応混合物を環境条件下で１時間撹拌した。反応混合物を飽和ＮａＨ
ＣＯ３水溶液、次にブラインで洗浄し、脱水し（ＭｇＳＯ４）、濃縮した。残留物を逆相
ＬＣ（０．１％ＴＦＡ存在下でのＨ２Ｏ／ＣＨ３ＣＮ勾配）によって精製して、Ｎ－［１
－（３－ベンジル－５，６－ジブロモ－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－
ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エ
チル］ベンズアミド（２－９）を無色泡状物として得た。ＭＳ（Ｍ＋１）＝７０８．９。
【０２２１】
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－６－ブロモ－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，
３－ｄ］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ
）エチル］ベンズアミド（２－１０）
　３－ベンジル－６－ブロモ－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝
プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２－８、３８ｍｇ、０
．０８５ｍｍｏｌ、１当量）およびＮ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（１１ｍｇ、０
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．０８５ｍｍｏｌ、１当量）の塩化メチレン（５ｍＬ）溶液に４－ブロモベンゾイルクロ
ライド（１９ｍｇ、０．０８５ｍｍｏｌ、１当量）の塩化メチレン（１ｍＬ）溶液を加え
、得られた反応混合物を環境条件下で１時間撹拌した。反応混合物を飽和ＮａＨＣＯ３水
溶液およびブラインで洗浄し、脱水し（ＭｇＳＯ４）、濃縮した。残留物を逆相ＬＣ（０
．１％ＴＦＡ存在下でのＨ２Ｏ／ＣＨ３ＣＮ勾配）によって精製して、Ｎ－［１－（３－
ベンジル－６－ブロモ－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン
－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］ベンズア
ミド（２－１０）を無色泡状物として得た。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）
δ７．５５（ｍ、３Ｈ）、７．３１（ｍ、５Ｈ）、７．１４（ｍ、２Ｈ）、６．０４（ｄ
、Ｊ＝１５．４Ｈｚ、１Ｈ）、５．９２（ｍ、１Ｈ）、５．１２（ｄ、Ｊ＝１５．４Ｈｚ
、１Ｈ）、３．３７（ｍ、２Ｈ）、２．０５（ｍ、４Ｈ）、１．８３（ｍ、６Ｈ）、０．
６５（ｍ、３Ｈ）。
【０２２２】
【化３２】

【０２２３】
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チ
エノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（３－１）
　３－ベンジル－６－ブロモ－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］－アミノ
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｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２－８、１７ｍｇ、
０．３８ｍｍｏｌ、１当量）および１０％Ｐｄ／Ｃの酢酸エチル（５ｍＬ）中混合物を、
１気圧で３時間水素化した。混合物を濾過し、濾液を濃縮して、３－ベンジル－２－（１
－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミ
ジン－４（３Ｈ）－オン（３－１）を淡黄色ガム状物として得た。ＭＳ（Ｍ＋１）＝３７
１．１。
【０２２４】
　Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチル］ベ
ンズアミド（３－２）
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チ
エノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（３－１、１３ｍｇ、０．０３５ｍｍ
ｏｌ、１当量）およびＮ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（５ｍｇ、０．０３５ｍｍｏ
ｌ、１当量）の塩化メチレン（１ｍＬ）溶液に、４－ブロモベンゾイルクロライド（８ｍ
ｇ、０．０３５ｍｍｏｌ、１当量）の塩化メチレン（１ｍＬ）溶液を加え、得られた混合
物を環境条件下で１時間撹拌した。反応混合物を、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブライ
ンで洗浄し、脱水し（ＭｇＳＯ４）、濃縮した。残留物を、フラッシュクロマトグラフィ
ーによって精製した。ＣＨ２Ｃｌ２から５％ＮＨ３－ＥｔＯＨ／ＣＨ２Ｃｌ２で溶離する
ことで、Ｎ－［１－（３－ベンジル－４－オキソ－３，４－ジヒドロチエノ［２，３－ｄ
］ピリミジン－２－イル）プロピル］－４－ブロモ－Ｎ－［２－（ジメチルアミノ）エチ
ル］ベンズアミド（３－２）をオフホワイト泡状物として得た。１Ｈ　ＮＭＲ（５００Ｍ
Ｈｚ、ＣＤＣｌ３）δ７．５３（ｍ、３Ｈ）、７．３１（ｍ、５Ｈ）、７．１４（ｍ、２
Ｈ）、６．０９（ｄ、Ｊ＝１５．６Ｈｚ、１Ｈ）、５．９４（ｍ、１Ｈ）、５．１０（ｄ
、Ｊ＝１５．６Ｈｚ、１Ｈ）、３．４０（ｍ、２Ｈ）、２．１１（ｍ、１Ｈ）、２．０３
（ｍ、２Ｈ）、１．８７（ｍ、１Ｈ）、１．７９（ｓ、６Ｈ）、０．６６（ｔ、Ｊ＝６．
６Ｈｚ、３Ｈ）。
【０２２５】
　上記の手順に簡単な変更を加えることで、下記の化合物を製造した。ＨＣｌ塩として単
離した化合物３－１６を除き、これらの化合物は遊離型で単離した。
【０２２６】
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【０２２７】
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【化３３】

【０２２８】
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（ジメチルアミノ）エチル
］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（４－１）
　３－ベンジル－２－（１－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝－プロピル）
チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（３－１、１７５ｍｇ、０．４７ｍ
ｍｏｌ、１当量）および４－ブロモベンズアルデヒド（１７４ｍｇ、０．９４ｍｍｏｌ、
２当量）のメタノール（２０ｍＬ）溶液を、水素化シアノホウ素ナトリウムのテトラヒド
ロフラン溶液（１Ｍ、０．９４ｍＬ、０．９４ｍｍｏｌ、２当量）で処理した。酢酸を加
えてｐＨを６～７とし、反応液を６０℃で１８時間加温した。酢酸でｐＨを６～７に維持
しながら、１８時間後、４２時間後および６６時間後に、追加の４－ブロモベンズアルデ
ヒドおよび水素化シアノホウ素ナトリウム２当量ずつを加えた。６０℃で９０時間加温し
た後、反応液を濃縮し、残留物をＥｔＯＡｃと飽和ＮａＨＣＯ３水溶液との間で分配した
。有機層をブラインで洗浄し、脱水し（ＭｇＳＯ４）、濃縮した。残留物をフラッシュク
ロマトグラフィーによって精製した。ＥｔＯＡｃから５％ＮＨ３－ＥｔＯＨ／ＥｔＯＡｃ
を用いて溶離することで、３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（
ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３
Ｈ）－オン（４－１）を淡黄色ガム状物として得た。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＣＤ
Ｃｌ３）δ７．４５（ｄ、Ｊ＝６Ｈｚ、１Ｈ）、７．３３（ｄ、Ｊ＝８Ｈｚ、２Ｈ）、７
．２１（ｍ、４Ｈ）、７．０５（ｄ、Ｊ＝８Ｈｚ、２Ｈ）、６．８４（ｄ、Ｊ＝７Ｈｚ、
２Ｈ）、５．８５（ｄ、Ｊ＝１６Ｈｚ、１Ｈ）、５．３２（ｄ、Ｊ＝１６Ｈｚ、１Ｈ）、
３．８７（ｄ、Ｊ＝１４Ｈｚ、１Ｈ）、３．７３（ｄｄ、Ｊ＝１１，３Ｈｚ、１Ｈ）、３
．５０（ｄ、Ｊ＝１４Ｈｚ、１Ｈ）、２．９２（ｍ、１Ｈ）、２．６１（ｍ、１Ｈ）、２
．２８（ｍ、２Ｈ）、２．１５（ｍ、１Ｈ）、２．０７（ｓ、６Ｈ）、１．７４（ｍ、１
Ｈ）、０．６４（ｔ、Ｊ＝７Ｈｚ、３Ｈ）。
【０２２９】
　上記手順に簡単な変更を加えることで、下記の化合物を製造した。ＴＦＡ塩として単離
した化合物４－３および４－１３、ならびにビスＨＣｌ塩として単離した４－８および４
－９を除き、これらの化合物は遊離型として単離した。
【０２３０】
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【０２３１】
【化３４】

【０２３２】
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［（２－ジメチルニトロリル）エ
チル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（５－１
）
　３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［２－（ジメチルアミノ）エチル
］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（４－１、１
３ｍｇ、０．０２ｍｍｏｌ、１当量）の２－プロパノール（２ｍＬ）溶液を、３０％Ｈ２

Ｏ２（０．５ｍＬ）で処理し、環境条件下で４８時間撹拌した。溶液を濃縮し、残留物を



(78) JP 4597519 B2 2010.12.15

10

20

30

エーテルに懸濁させて、３－ベンジル－２－（１－｛（４－ブロモベンジル）［（２－ジ
メチルニトロリル）エチル］アミノ｝プロピル）チエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（
３Ｈ）－オン（５－１）を無色泡状物として得た。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＣＤＣ
ｌ３）δ７．５０（ｄ、Ｊ＝６Ｈｚ、１Ｈ）、７．４３（ｄ、Ｊ＝８Ｈｚ、２Ｈ）、７．
２１（ｍ、４Ｈ）、７．０９（ｄ、Ｊ＝８Ｈｚ、２Ｈ）、６．６９（ｄ、Ｊ＝７Ｈｚ、２
Ｈ）、５．８４（ｄ、Ｊ＝１６Ｈｚ、１Ｈ）、４．６９（ｄ、Ｊ＝１６Ｈｚ、１Ｈ）、３
．８７（ｍ、１Ｈ）、３．６８（ｍ、２Ｈ）、３．５０（ｍ、２Ｈ）、３．２２（ｍ、２
Ｈ）、３．０８（ｓ、３Ｈ）、３．００（ｓ、３Ｈ）、２．９４（ｍ、１Ｈ）、２．１８
（ｍ、１Ｈ）、１．７８（ｍ、１Ｈ）、０．５２（ｔ、Ｊ＝７Ｈｚ、３Ｈ）。
【０２３３】
　上記手順に簡単な変更を加えて、下記の化合物を製造した。ＴＦＡ塩として単離した化
合物５－６、５－７および５－８を除き、これら化合物は遊離型で単離した。
【０２３４】
【表３】
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【０２３５】
　上記実施例で用いたＮ，Ｎ－ジメチルエチレンジアミンに代えて適切な環状アミンを用
いた以外、上記に記載の合成方法によって、下記の本発明の化合物を製造することができ
る。
【０２３６】
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【配列表】
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