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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
【化１】

［式中、
　　Ｒ１は、１～３個のフッ素で置換されたエチル、分枝（Ｃ３－Ｃ８）アルキル、２個
までのフッ素で置換されていてもよい（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、１－メチルピペリ
ジン－４－イル、１－エチルピペリジン－４－イル、１－イソプロピルピペリジン－４－
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イル、１－シクロプロピルピペリジン－４－イル、テトラヒドロピラニル、またはメチル
で置換されていてもよいオキセタニルであり、
　ｍは、０または１である；ただし、Ｒ１が１～３個のフッ素で置換されたエチル、分枝
（Ｃ３－Ｃ８）アルキル、または２個までのフッ素で置換されてもよい（Ｃ３－Ｃ８）シ
クロアルキルであるときは、ｍは０である；
　Ｒ４は、
【化２】

 
であり、式中、
　Ｘは、ＣＨ又はＮであり；
　Ｒ１５は、水素、フッ素、クロロ、シアノ、メチル、メトキシ、アミノ、メチルアミノ
、ジメチルアミノ、２－ブチルアミノ、２－tert－ブチルアミノ、Ｎ－メチルアミノカル
ボニル、アミノカルボニル、メトキシカルボニル、アセトアミド、またはメチルプロパン
アミドである］の化合物、
またはその製薬学的に許容しうる塩。
【請求項２】
Ｒ１が、１～３個のフッ素で置換されたエチルである、請求項１に記載の化合物またはそ
の製薬学的に許容しうる塩。
【請求項３】
Ｒ１が、分枝（Ｃ３－Ｃ８）アルキルである、請求項１に記載の化合物またはその製薬学
的に許容しうる塩。
【請求項４】
Ｒ１が、２個までのフッ素で置換されていてもよい（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキルである
、請求項１に記載の化合物またはその製薬学的に許容しうる塩。
【請求項５】
Ｒ１が、１－メチルピペリジン－４－イルである、請求項１に記載の化合物またはその製
薬学的に許容しうる塩。
【請求項６】
Ｒ１が、１－エチルピペリジン－４－イルである、請求項１に記載の化合物またはその製
薬学的に許容しうる塩。
【請求項７】
Ｒ１が、１－イソプロピルピペリジン－４－イルである、請求項１に記載の化合物または
その製薬学的に許容しうる塩。
【請求項８】
Ｒ１が、１－シクロプロピルピペリジン－４－イルである、請求項１に記載の化合物また
はその製薬学的に許容しうる塩。
【請求項９】
Ｒ１が、テトラヒドロピラニルである、請求項１に記載の化合物またはその製薬学的に許
容しうる塩。
【請求項１０】
Ｒ１が、メチルで置換されていてもよいオキセタニルである、請求項１に記載の化合物ま
たはその製薬学的に許容しうる塩。
【請求項１１】
　１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－イソプロピル－ピペ
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リジン－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニ
ル｝－ベンゼンスルホンアミド；
　２）Ｎ－｛３－［１－（１－シクロプロピル－ピペリジン－４－イル）－４－ピリジン
－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　３）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド；
　４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　５）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－フルオロ－エチル）
－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスル
ホンアミド；
　６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－イソプロピル－４－ピリジ
ン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド；
　７）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－イソプロピル－１
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼ
ンスルホンアミド；
　８）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－
エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－ベンゼンスルホンアミド；
　９）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－イソプロピル－１Ｈ
－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼン
スルホンアミド；
　１０）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－
エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－ベンゼンスルホンアミド；
　１１）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－
ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，
５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　１２）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ
－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　１３）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１
－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド；
　１４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロペンチル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド；
　１５）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－イソプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　１６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－オキセタン－３－イル－
４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホ
ンアミド；
　１７）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－シクロプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　１８）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロピリジン
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－４－イル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド；
　１９）Ｎ－｛３－［１－（４，４－ジフルオロシクロヘキシル）－４－（ピリジン－４
－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝－２，５－ジフルオ
ロベンゼンスルホンアミド；
　２０）Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミ
ノ｝－２－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ
－ピラゾール－４－イル］ピリジン－２－イル｝アセトアミド；
　２１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロピリジン
－４－イル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３
－イル］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド；
　２２）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチルピペリジン
－４－イル）－４－（２－メチルピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］
フェニル｝ベンゼンスルホンアミド；
　２３）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－メチルピリジン－
４－イル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－
イル］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド；
　２４）Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミ
ノ｝－２－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ
－ピラゾール－４－イル］ピリジン－２－イル｝－２－メチルプロパンアミド； 
　２５）Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミ
ノ｝－２－フルオロフェニル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラ
ゾール－４－イル］ピリジン－２－イル｝アセトアミド；
　２６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１
－（２，２，２－トリフルオロ－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝
－ベンゼンスルホンアミド；
　２７）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロ－ピリジ
ン－４－イル）－１－イソプロピル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベン
ゼンスルホンアミド；
　２８）Ｎ－｛３－［１－（１－シクロプロピルピペリジン－４－イル）－４－（２－フ
ルオロピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝
－２，５－ジフルオロベンゼンスルホンアミド；
　２９）Ｎ－｛３－［４－（２－クロロピリジン－４－イル）－１－（１－メチルピペリ
ジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝－２，５－
ジフルオロベンゼンスルホンアミド；
　３０）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－メトキシピリジン
－４－イル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド；
　３１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロ－ピリジ
ン－４－イル）－１－（１－イソプロピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド；
　３２）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－ピペリジン－４－イル－
４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホ
ンアミド；
　３３）Ｎ－｛３－［４－（２－クロロピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－２
Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝－２
，５－ジフルオロベンゼンスルホンアミド；
　３４）Ｎ－｛３－［４－（６－アミノピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－
２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝－
２，５－ジフルオロベンゼンスルホンアミド；
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　３５）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－ピペリジン－４
－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオ
ロ－ベンゼンスルホンアミド；
　３６）Ｎ－｛３－［４－（２－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－イソプロピ
ル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－
ベンゼンスルホンアミド；
　３７）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロプロピル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド；
　３８）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロヘキシル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド；
　３９）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　４０）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－イソプロピ
ル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル
｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　４１）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－エチル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　４２）Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－
ピペリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　４３）Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－
（１－メチル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ
－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　４４）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－オキセタン－２－イル－
４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホ
ンアミド；
　４５）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（３－メチル－オキセタ
ン－３－イルメチル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェ
ニル｝－ベンゼンスルホンアミド；
　４６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（ピリジン－４－イル）
－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イルメチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド；
　４７）Ｎ－［３－（１－シクロプロピル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミ
ド；
　４８）Ｎ－｛３－［４－（２－シアノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－
ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，
５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　４９）４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－
２－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラ
ゾール－４－イル］ピリジン－２－カルボキサミド；
　５０）メチル　４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］ア
ミノ｝－２－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１
Ｈ－ピラゾール－４－イル］ピリジン－２－カルボキシレート；
　５１）４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－
２－フルオロフェニル）－１－（１－メチル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾー
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ル－４－イル］ピリジン－２－カルボキサミド；
　５２）４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－
２－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラ
ゾール－４－イル］－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５３）４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－
２－フルオロフェニル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール
－４－イル］－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５４）２，５－ジフルオロ－Ｎ－（２－フルオロ－３－｛４－［２－（メチルアミノ）
ピリジン－４－イル］－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－３－イル｝フェニル）ベンゼンスルホンアミド；
　５５）Ｎ－（３－｛４－［２－（ジメチルアミノ）ピリジン－４－イル］－１－（テト
ラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－２－フルオロフ
ェニル）－２，５－ジフルオロベンゼンスルホンアミド
から選ばれる化合物またはその製薬学的に許容しうる塩。
【請求項１２】
　１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－イソプロピル－ピペ
リジン－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニ
ル｝－ベンゼンスルホンアミド；
　２）Ｎ－｛３－［１－（１－シクロプロピル－ピペリジン－４－イル）－４－ピリジン
－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　３）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド；
　４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　５）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－フルオロ－エチル）
－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスル
ホンアミド；
　６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－イソプロピル－４－ピリジ
ン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド；
　７）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－イソプロピル－１
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼ
ンスルホンアミド；
　８）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－
エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－ベンゼンスルホンアミド；
　９）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－イソプロピル－１Ｈ
－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼン
スルホンアミド；
　１０）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－
エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－ベンゼンスルホンアミド；
　１１）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－
ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，
５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　１２）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ
－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
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　１３）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１
－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド；
　１４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロペンチル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド；
　１５）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－イソプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　１６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－オキセタン－３－イル－
４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホ
ンアミド；
　１７）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－シクロプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　１８）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロピリジン
－４－イル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド；
　１９）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１
－（２，２，２－トリフルオロ－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝
－ベンゼンスルホンアミド；
　２０）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロ－ピリジ
ン－４－イル）－１－イソプロピル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベン
ゼンスルホンアミド；
　２１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロ－ピリジ
ン－４－イル）－１－（１－イソプロピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド；
　２２）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－ピペリジン－４－イル－
４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホ
ンアミド；
　２３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－ピペリジン－４
－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオ
ロ－ベンゼンスルホンアミド；
　２４）Ｎ－｛３－［４－（２－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－イソプロピ
ル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－
ベンゼンスルホンアミド；
　２５）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロプロピル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド；
　２６）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロヘキシル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド；
　２７）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　２８）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－イソプロピ
ル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル
｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　２９）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－エチル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
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　３０）Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－
ピペリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　３１）Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－
（１－メチル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ
－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド；
　３２）Ｎ－［３－（１－シクロプロピル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミ
ド
から選ばれる請求項１１に記載の化合物またはその製薬学的に許容しうる塩。
【請求項１３】
請求項１に定義された式（Ｉ）の化合物またはその製薬学的に許容しうる塩を製造するた
めの方法であって、該方法は、下記のステップを含むことを特徴とする方法：
（１）ステップａ又はｂ－ｃにより、式２の化合物：
【化３】

［式中、Ｒ４は請求項１に定義の通りであり、Ｒ２９は－（ＣＨ２）ｍＲ１又はＰＧ２で
あり、ここで、ｍ及びＲ１は請求項１に定義の通りであり、ＰＧ２は、ｐ－メトキシベン
ジル、テトラヒドロピラニル、トリチル、またはシリルであり、ＰＧ１は、ｔ－ブトキシ
カルボニル、ベンジルオキシカルボニル、メトキシメチル、またはメトキシエトキシメチ
ルであり、そしてＲ３０は、水素又は基２，５－ジフルオロフェニルスルホニルのいずれ
かである］を得る：
　ａ）式１：
【化４】

［式中、
　Ｈａｌは、ハロゲン原子であり、Ｒ２９は、－（ＣＨ２）ｍＲ１又はＰＧ２であり、こ
こで、ｍ及びＲ１は請求項１に定義の通りであり、ＰＧ２、ＰＧ１及びＲ３０は上記定義
の通りである］の化合物を、式Ｒ４Ｍ［式中、Ｒ４は請求項１に定義の通りであり、Ｍは
、Ｂ（ＯＨ）２、Ｂ（Ｏアルキル）２、Ｓｎ（アルキル）３、Ａｌ（アルキル）２、Ｚｎ
Ｈａｌ、ＭｇＨａｌ又はＺｒ（シクロプロピル）２Ｈａｌである］の有機金属化合物とカ
ップリングさせるか、又は、
　ｂ）上記定義の式１の化合物を、アルキルホウ素化合物又はアルキルスズ化合物から選
択される有機金属化合物と反応させ；
　ｃ）得られた式３：
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【化５】

［式中、Ｍ’は、Ｂ（Ｏアルキル）２　又はＳｎ（アルキル）３であり、Ｒ２９、ＰＧ１

及びＲ３０は上記定義の通りである］の化合物を、式Ｒ４Ｌ’［式中、Ｒ４は上記定義の
通りであり、Ｌ’は、ハロゲン原子、トシレート、メシレート及びトリフレートから選択
される脱離基］の求電子試薬とクロスカップリングさせる；
（２）次に、得られた式２の化合物が、Ｒ２９がＰＧ２である場合には、
　ｄ）式２の化合物から基Ｒ２９を除去し；
　ｅ）得られた式４Ａ：
【化６】

［式中、Ｒ４は請求項１に定義の通りであり、ＰＧ１及びＲ３０は上記定義の通りである
］の化合物を、式Ｌ－（ＣＨ２）ｍＲ１［式中、ｍ及びＲ１は請求項１に定義の通りであ
り、Ｌは、ＯＨ、－Ｂ（ＯＨ）２、又はハロゲン原子、トシレート、メシレート及びトリ
フレートから選択される脱離基である］のアルキル化剤との反応によってアルキル化し、
必要であれば、得られた位置異性体を分離して、Ｒ２９が－（ＣＨ２）ｍＲ１である式２
の化合物を得る；
（３）ステップ（１）又は（２）で得られたＲ２９が－（ＣＨ２）ｍＲ１である式２化合
物について、下記ステップ（Ａ）又は（Ｂ）により、式（Ｉ）の化合物を得て、任意にそ
れを製薬学的塩に変換する：
（Ａ）Ｒ３０が２，５－ジフルオロフェニルスルホニルである場合には、
　ｆ）式２の化合物からＰＧ１基を除去する、または
（Ｂ）Ｒ３０が水素である場合には、
　ｇ）式２の化合物からＰＧ１基を除去し；
　ｈ）得られた式５Ａ：
【化７】

［式中、Ｒ４、ｍ及びＲ１は上記定義の通りである］の化合物を、式Ｃｌ－ＳＯ２－２，
５－ジフルオロフェニルの塩化スルホニルと反応させる。
【請求項１４】
請求項１～１２に記載された一つ又は複数の化合物またはその製薬学的に許容しうる塩を
含む医薬組成物。
【請求項１５】
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一つ又は複数の化学療法薬をさらに含む、請求項１４に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
請求項１～１２のいずれかに記載された化合物またはその製薬学的に許容しうる塩、又は
請求項１４～１５に定義のその医薬組成物と、抗がん療法における同時、分離又は逐次使
用のための組合せ製剤として一つ又は複数の化学療法薬とを含む製品又はキット。
【請求項１７】
請求項１～１２のいずれかに記載された化合物またはその製薬学的に許容しうる塩を含む
医薬。
【請求項１８】
がん、細胞増殖障害、ウィルス感染、自己免疫疾患及び神経変性疾患からなる群から選ば
れる疾患の治療に使用するための、請求項１７に記載の医薬。
【請求項１９】
がんが、上皮性悪性腫瘍；リンパ系の造血器腫瘍；骨髄系の造血器腫瘍；間葉起源の腫瘍
；中枢及び末梢神経系の腫瘍；及び黒色腫、精上皮腫、奇形がん、骨肉腫、色素性乾皮症
、ケラトキサントーマ、甲状腺濾胞がん及びカポジ肉腫からなる群から選ばれるその他の
腫瘍からなる群から選ばれる請求項１８に記載の医薬。
【請求項２０】
上皮性悪性腫瘍が、膀胱がん、乳がん、結腸がん、腎臓がん、肝臓がん、肺がん、食道が
ん、胆嚢がん、卵巣がん、膵臓がん、胃がん、頸がん、甲状腺がん、前立腺がん、及び皮
膚がんからなる群から選ばれ；リンパ系の造血器腫瘍が、白血病、急性リンパ性白血病、
急性リンパ芽球性白血病、Ｓ細胞リンパ腫、Ｔ細胞リンパ腫、ホジキンリンパ腫、非ホジ
キンリンパ腫、毛様細胞リンパ腫及びバーケットリンパ腫からなる群から選ばれ；骨髄系
の造血器腫瘍が、急性及び慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群及び前骨髄球性白血病か
らなる群から選ばれ；間葉起源の腫瘍が、線維肉腫及び横紋筋肉腫からなる群から選ばれ
；中枢及び末梢神経系の腫瘍が、星状細胞腫、神経芽細胞腫、神経膠腫及び神経鞘腫から
なる群から選ばれる、請求項１９に記載の医薬。
【請求項２１】
細胞増殖障害が、良性前立腺肥大症、家族性腺腫症ポリポーシス、神経線維腫、乾癬、ア
テローム性動脈硬化に伴う血管平滑細胞増殖、肺線維症、関節炎、糸球体腎炎並びに術後
狭窄及び再狭窄からなる群から選ばれる、請求項１８に記載の医薬。
【請求項２２】
肺がんが小細胞肺がんである、請求項２０に記載の医薬。
【請求項２３】
皮膚がんが扁平上皮がんである、請求項２０に記載の医薬。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本発明は、プロテインキナーゼの活性を調節するある種の置換ピラゾロフェニル
－ベンゼンスルホンアミド化合物に関する。従って、本発明の化合物は、プロテインキナ
ーゼ活性の調節異常によって引き起こされる疾患の治療に有用である。本発明はまた、こ
れらの化合物の製造法、これらの化合物を含む医薬組成物、及びこれらの化合物を含む医
薬組成物を利用する疾患の治療法も提供する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]古典的なＲａｓ、Ｒａｆ、ＭＥＫ（マイトジェン活性化プロテインキナーゼ／細
胞外シグナル調節キナーゼ）、ＥＲＫ（細胞外シグナル調節キナーゼ）経路は、細胞状況
(cellular context)に依存する様々な細胞機能、例えば細胞増殖、分化、生存、不死化及
び血管新生の調節に中心的役割を果たしている（Ｐｅｙｓｓｏｎｎａｕｘ及びＥｙｃｈｅ
ｎｅ，Ｂｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｅｌｌ，２００１，９３，３－６２に概説）。
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【０００３】
　[0003]この経路において、Ｒａｆファミリーメンバーは、グアノシン三リン酸（ＧＴＰ
）結合Ｒａｓ(GTP loaded Ras)と結合すると細胞膜に動員され、Ｒａｆタンパク質のリン
酸化及び活性化がもたらされる。活性化されたＲａｆは、次にＭＥＫをリン酸化及び活性
化し、今度はこれがＥＲＫをリン酸化及び活性化する。活性化されるとＥＲＫは細胞質か
ら核に移行し、Ｅｌｋ－１及びＭｙｃのような転写因子のリン酸化及び活性の調節をもた
らす。Ｒａｓ／Ｒａｆ／ＭＥＫ／ＥＲＫ経路は、不死化、増殖因子非依存性増殖、増殖抑
制シグナルに対する不応性、浸潤及び転移する能力を誘導することによって、血管新生を
刺激することによって、及びアポトーシスを阻害することによって腫瘍形成表現型に寄与
することが報告されている（Ｋｏｌｃｈら、Ｅｘｐ．Ｒｅｖ．Ｍｏｌ．Ｍｅｄ．，２００
２，２５　Ａｐｒｉｌ，http://www.expertreviews.org/02004386h.htmに概説）。事実、
ＥＲＫのリン酸化は、すべてのヒト腫瘍の約３０％で増強されている（Ｈｏｓｈｉｎｏら
、Ｏｎｃｏｇｅｎｅ，１９９９，１８，８１３－８２２）。これは、経路の主要メンバー
の過剰発現及び／又は変異の結果であろう。
【０００４】
　[0004]３種類のＲａｆセリン／トレオニンプロテインキナーゼアイソフォーム、Ｒａｆ
－１／ｃ－Ｒａｆ、［ベータ］－Ｒａｆ及びＡ－Ｒａｆが報告されており（Ｍｅｒｃｅｒ
及びＰｒｉｔｃｈａｒｄ，Ｂｉｏｃｈｉｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ａｃｔａ，２００３，１６
５３，２５－４０に概説）、それらの遺伝子は遺伝子重複から生じたと考えられている。
全３種類のＲａｆ遺伝子とも大部分の組織に発現されているが、違いもある。ｃ－Ｒａｆ
は遍在的に高レベルで発現されているが、［ベータ］－Ｒａｆの高レベル発現は神経組織
に見出され、Ａ－Ｒａｆは泌尿生殖器組織に見出される。
【０００５】
　[0005]高度に相同性のＲａｆファミリーメンバーは、オーバーラップするが異なる生化
学的活性及び生物学的機能を有している（Ｈａｇｅｍａｎｎ及びＲａｐｐ，Ｅｘｐｔ．Ｃ
ｅｌｌ　Ｒｅｓ．１９９９，２５３，３４－４６）。全３種類のＲａｆ遺伝子の発現は正
常なマウスの発育に必要であるが、ｃ－ＲａｆとＢ－Ｒａｆの両方は妊娠（期間）の完了
に必要とされる。［ベータ］－Ｒａｆ-／-マウスは、内皮細胞のアポトーシスの増大によ
って引き起こされる血管出血のために、Ｅ１２．５（胎齢）で死亡する（Ｗｏｊｎｏｗｓ
ｋｉら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅｔ．，１９９７，１６，２９３－２９７）。Ｂ－Ｒａｆ
は、細胞増殖に関与する主要アイソフォームであり、発がん性Ｒａｓの第一標的であると
報告されている。
【０００６】
　[0006]５つの体細胞ミスセンス変異の活性化は［ベータ］－Ｒａｆについてのみ確認さ
れており、悪性皮膚黒色腫で６６％の頻度で発生するほか（Ｄａｖｉｅｓら，Ｎａｔｕｒ
ｅ，２００２，４１７，９４９－９５４）、様々なヒトのがんにも見られる。例えば、甲
状腺乳頭がん（Ｃｏｈｅｎら，Ｊ．Ｎａｔｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｎｓｔ．，２００３，９
５，６２５－６２７）、胆管がん（Ｔａｎｎａｐｆｅｌら，Ｇｕｔ，２００３，５２，７
０６－７１２）、結腸がん及び卵巣がん（Ｄａｖｉｅｓら，Ｎａｔｕｒｅ，１０　２００
２，４１７，９４９－９５４）などであるが、これらに限定されない。［ベータ］－Ｒａ
ｆにおける最も頻度の高い変異（８０％）は、位置６００におけるバリンのグルタミン酸
置換である。これらの変異は、Ｂ－Ｒａｆの基礎キナーゼ活性を増大し、Ｒａｓ及び増殖
因子受容体の活性化を含む上流の増殖ドライブからのＲａｆ／ＭＥＫ／ＥＲＫシグナル伝
達を脱共役してＥＲＫの構成的活性化をもたらすと考えられている。変異したＢ－Ｒａｆ
タンパク質は、ＮＩＨ３Ｔ３細胞（Ｄａｖｉｅｓら，Ｎａｔｕｒｅ，２００２，１５　４
１７，９４９－９５４）及びメラノサイト（Ｗｅｌｌｂｒｏｃｋら，Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅ
ｓ．，２００４，６４，２３３８－２３４２）で形質転換を起こすほか、黒色腫細胞の生
存性及び形質転換に必須であることも示されている（Ｈｉｎｇｏｒａｎｉら，Ｃａｎｃｅ
ｒ　Ｒｅｓ．，２００３，６３，５１９８－５２０２）。［ベータ］－Ｒａｆは、Ｒａｆ
／ＭＥＫ／ＥＲＫシグナル伝達カスケードの主要ドライバ(key driver)であるので、この
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経路に依存する腫瘍における推定介入点(likely point of intervention)を表す。
【０００７】
　[0007]炎症及び関節炎などのサイトカイン媒介疾患の治療用として、置換ピラゾール誘
導体がＧ．Ｄ．Ｓｅａｒｌｅ　＆　Ｃｏ．名義でＷＯ９８／５２９４０及びＷＯ００／３
１０６３に開示されている。がん治療用のヒドロキシアリール－ピラゾール誘導体がＣａ
ｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ名義でＷＯ０３／０５５８６０に、及
びＰｆｉｚｅｒ　Ｉｎｃ．名義でＷＯ０７／１０５０５８に開示されている。がんなどの
過剰増殖疾患治療用のピリミジニル－ピラゾール誘導体がＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ　Ｂｅｅ
ｃｈａｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ名義でＷＯ０７／２４８４３に開示されている。がん
などのタンパク質活性調節異常に伴う疾患の治療用として３，４－ジアリールピラゾール
誘導体がＷＯ２０１０／０１０１５４に開示されている。これらの開発にもかかわらず、
前記疾患のための有効な薬剤が依然として求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第９８／５２９４０号
【特許文献２】国際公開第００／３１０６３号
【特許文献３】国際公開第０３／０５５８６０号
【特許文献４】国際公開第０７／１０５０５８号
【特許文献５】国際公開第０７／２４８４３号
【特許文献６】国際公開第２０１０／０１０１５４号
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｐｅｙｓｓｏｎｎａｕｘ及びＥｙｃｈｅｎｅ，Ｂｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　
ｔｈｅ　Ｃｅｌｌ，２００１年，９３巻，３－６２ページ
【非特許文献２】Ｋｏｌｃｈら、Ｅｘｐ．Ｒｅｖ．Ｍｏｌ．Ｍｅｄ．，２００２年，４月
２５日，http://www.expertreviews.org/02004386h.htm
【非特許文献３】Ｈｏｓｈｉｎｏら、Ｏｎｃｏｇｅｎｅ，１９９９年，１８巻，８１３－
８２２ページ
【非特許文献４】Ｍｅｒｃｅｒ及びＰｒｉｔｃｈａｒｄ，Ｂｉｏｃｈｉｍ．Ｂｉｏｐｈｙ
ｓ．Ａｃｔａ，２００３年，１６５３巻，２５－４０ページ
【非特許文献５】Ｈａｇｅｍａｎｎ及びＲａｐｐ，Ｅｘｐｔ．Ｃｅｌｌ　Ｒｅｓ．１９９
９年，２５３巻，３４－４６ページ
【非特許文献６】Ｗｏｊｎｏｗｓｋｉら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅｔ．，１９９７年，１
６巻，２９３－２９７ページ
【非特許文献７】Ｄａｖｉｅｓら，Ｎａｔｕｒｅ，２００２年，４１７巻，９４９－９５
４ページ
【非特許文献８】Ｃｏｈｅｎら，Ｊ．Ｎａｔｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｎｓｔ．，２００３年
，９５巻，６２５－６２７ページ
【非特許文献９】Ｔａｎｎａｐｆｅｌら，Ｇｕｔ，２００３年，５２巻，７０６－７１２
ページ
【非特許文献１０】Ｗｅｌｌｂｒｏｃｋら，Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．，２００４年，６４
巻，２３３８－２３４２ページ
【非特許文献１１】Ｈｉｎｇｏｒａｎｉら，Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．，２００３年，６３
巻，５１９８－５２０２ページ
【発明の概要】
【００１０】
　[0008]今回、先行技術でこれまでに達成されたよりも高い活性に恵まれた新規クラスの
プロテインキナーゼ阻害薬を同定した。これらの化合物は、著しく低濃度でヒトの腫瘍細
胞の増殖を防止できることが見出されたため、抗腫瘍効果を最大化しながら同時に高量の
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薬物投与に関連する副作用のリスクを削減することができる。これらの新規化合物は、式
（Ｉ）：
【００１１】
【化１】

【００１２】
［式中、
　ｍは、０～６の整数であり；
　Ｒ１は、水素、トリクロロメチル、トリフルオロメチル、ハロゲン、シアノ、ＯＨ、Ｏ
Ｒ５、ＮＲ６Ｒ７、ＮＲ８ＣＯＲ９、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＲ１０、ＣＯＮＲ１１Ｒ１２、又
は、直鎖もしくは分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ２－Ｃ８）アルケニルもしくは（Ｃ

２－Ｃ８）アルキニル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルケニ
ル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる置換されていてもよい
基であり、
ここで、
　Ｒ５及びＲ１０は、それぞれ独立に、直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３－
Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる置
換されていてもよい基であり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１１及びＲ１２は、同じか又は異なっており、それぞれ独
立に、水素、又は、直鎖もしくは分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロア
ルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる置換されていても
よい基であるか、又はそれらが結合している窒素原子と一緒になって、Ｒ６及びＲ７のほ
か、Ｒ８及びＲ９、並びにＲ１１及びＲ１２のいずれかは、Ｓ、Ｏ、Ｎ又はＮＨから選ば
れる一つの追加ヘテロ原子又はヘテロ原子基を含有していてもよい、置換されていてもよ
いヘテロサイクリル又はヘテロアリールを形成してもよく；
　Ｒ２、及びＲ３は、それぞれ独立に、水素、ハロゲン、トリフルオロメチル、トリクロ
ロメチル、シアノ、ニトロ、ＯＲ１３、又は、直鎖もしくは分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル
及び（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキルから選ばれる置換されていてもよい基であり、ここで
、
　Ｒ１３は、直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル及び（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキルか
ら選ばれる置換されていてもよい基であり；
　Ｒ４は、
【００１３】

【化２】

【００１４】
から選ばれるヘテロアリール基であり、式中、
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　Ｒ１４は、水素、又は、直鎖もしくは分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル及び（Ｃ３－Ｃ８）
シクロアルキルから選ばれる置換されていてもよい基であり；
　Ｘは、ＣＨ又はＮであり；
　Ｒ１５は、水素、直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル及び（Ｃ３－Ｃ８）シクロアル
キルから選ばれる置換されていてもよい基、ハロゲン、シアノ、ＮＲ１６Ｒ１７、ＣＯＮ
Ｒ１８Ｒ１９、ＣＯＯＲ２０、ＯＲ２０、ＳＲ２０又はＳＯ２Ｒ２０であり、ここで、
　Ｒ１６及びＲ１７は、独立に、水素、又は、直鎖もしくは分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル
、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから
選ばれる置換されていてもよい基であるか；又はそれらが結合している窒素原子と一緒に
なって、Ｒ１６及びＲ１７は、Ｓ、Ｏ、Ｎ又はＮＨから選ばれる一つの追加ヘテロ原子又
はヘテロ原子基を含有していてもよい、置換されていてもよい３～８員のヘテロサイクリ
ル又はヘテロアリールを形成してもよいか；又はＲ１６は水素で、Ｒ１７はＣＯＲ２１で
あり、ここで、
　Ｒ２１は、ＯＲ２２、ＮＲ２３Ｒ２４、又は、直鎖もしくは分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキ
ル、（Ｃ２－Ｃ８）アルケニルもしくは（Ｃ２－Ｃ８）アルキニル、（Ｃ３－Ｃ８）シク
ロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルケニル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロ
アリールから選ばれる置換されていてもよい基であり、ここで、
　Ｒ２２は、直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、ヘ
テロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる置換されていてもよい基であ
り；
　Ｒ２３及びＲ２４は、それぞれ独立に、直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３

－Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる
置換されていてもよい基であるか；又はそれらが結合している窒素原子と一緒になって、
Ｒ２３及びＲ２４は、Ｓ、Ｏ、Ｎ又はＮＨから選ばれる一つの追加ヘテロ原子又はヘテロ
原子基を含有していてもよい、置換されていてもよい３～８員のヘテロサイクリル又はヘ
テロアリールを形成してもよく；
　Ｒ１８及びＲ１９は、独立に、水素、又は、直鎖もしくは分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル
、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから
選ばれる置換されていてもよい基であるか；又はそれらが結合している窒素原子と一緒に
なって、Ｒ１８及びＲ１９は、Ｓ、Ｏ、Ｎ又はＮＨから選ばれる一つの追加ヘテロ原子又
はヘテロ原子基を含有していてもよい、置換されていてもよい３～８員のヘテロサイクリ
ル又はヘテロアリールを形成してもよく；
　Ｒ２０は、直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、ヘ
テロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる置換されていてもよい基であ
る］に示された構造を有する化合物、及びその製薬学的に許容しうる塩であるが、Ｎ－［
３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フル
オロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミドは除く。
【００１５】
　[0009]一部の態様において、Ｒ１は、トリクロロメチル、トリフルオロメチル、ハロゲ
ン、シアノ、ＯＨ、ＯＲ５、ＮＲ６Ｒ７、ＮＲ８ＣＯＲ９、ＣＯＯＨ、ＣＯＯＲ１０、Ｃ
ＯＮＲ１１Ｒ１２、又は、直鎖もしくは分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ２－Ｃ８）ア
ルケニルもしくは（Ｃ２－Ｃ８）アルキニル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、（Ｃ３－
Ｃ８）シクロアルケニル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる
置換されていてもよい基であり、ここで、
　Ｒ５及びＲ１０は、それぞれ独立に、直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３－
Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる置
換されていてもよい基であり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１１及びＲ１２は、同じか又は異なっており、それぞれ独
立に、水素、又は、直鎖もしくは分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロア
ルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる置換されていても
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よい基であるか、又はそれらが結合している窒素原子と一緒になって、Ｒ６及びＲ７のほ
か、Ｒ８及びＲ９、並びにＲ１１及びＲ１２のいずれかは、Ｓ、Ｏ、Ｎ又はＮＨから選ば
れる一つの追加ヘテロ原子又はヘテロ原子基を含有していてもよい、置換されていてもよ
いヘテロサイクリル又はヘテロアリールを形成してもよい。
【００１６】
　[0010]一部の態様において、Ｒ４は、
【００１７】
【化３】

【００１８】
から選ばれるヘテロアリール基である。
【００１９】
　[0011]一部の態様において、Ｒ１５は、水素、直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル及
び（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキルから選ばれる置換されていてもよい基、ハロゲン、シア
ノ、ＮＲ１６Ｒ１７、ＣＯＮＲ１８Ｒ１９、ＯＲ２０、ＳＲ２０又はＳＯ２Ｒ２０であり
、ここで、Ｒ１６及びＲ１７は、独立に、水素、又は直鎖もしくは分枝（Ｃ１－Ｃ８）ア
ルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリー
ルから選ばれる置換されていてもよい基であるか；又はそれらが結合している窒素原子と
一緒になって、Ｒ１６及びＲ１７は、Ｓ、Ｏ、Ｎ又はＮＨから選ばれる一つの追加ヘテロ
原子又はヘテロ原子基を含有していてもよい、置換されていてもよい３～８員のヘテロサ
イクリル又はヘテロアリールを形成してもよいか；又はＲ１６は水素で、Ｒ１７はＣＯＲ
２１であり、ここで、Ｒ２１は、ＯＲ２２、ＮＲ２３Ｒ２４、又は、直鎖もしくは分枝（
Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ２－Ｃ８）アルケニルもしくは（Ｃ２－Ｃ８）アルキニル、
（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルケニル、ヘテロサイクリル、
アリール及びヘテロアリールから選ばれる置換されていてもよい基であり、ここで、Ｒ２
２は、直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサ
イクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる置換されていてもよい基であり；Ｒ
２３及びＲ２４は、それぞれ独立に、直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３－Ｃ

８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールから選ばれる置換
されていてもよい基であるか；又はそれらが結合している窒素原子と一緒になって、Ｒ２
３及びＲ２４は、Ｓ、Ｏ、Ｎ又はＮＨから選ばれる一つの追加ヘテロ原子又はヘテロ原子
基を含有していてもよい、置換されていてもよい３～８員のヘテロサイクリル又はヘテロ
アリールを形成してもよく；Ｒ１８及びＲ１９は、独立に、水素、又は、直鎖もしくは分
枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリー
ル及びヘテロアリールから選ばれる置換されていてもよい基であるか；又はそれらが結合
している窒素原子と一緒になって、Ｒ１８及びＲ１９は、Ｓ、Ｏ、Ｎ又はＮＨから選ばれ
る一つの追加ヘテロ原子又はヘテロ原子基を含有していてもよい、置換されていてもよい
３～８員のヘテロサイクリル又はヘテロアリールを形成してもよく；Ｒ２０は、直鎖又は
分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリ
ール及びヘテロアリールから選ばれる置換されていてもよい基である；及びその製薬学的
に許容しうる塩。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　[0012]別に明記しない限り、以下の定義が適用される。式（Ｉ）の化合物自体ならびに
そのいずれかの医薬組成物、又はそれらを含むいずれかの治療法に言及する場合、本発明
は、本発明の化合物のすべての異性体、互変異性体、水和物、溶媒和物、複合体（錯体）
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、代謝産物、プロドラッグ、担体、Ｎ－オキシド及び製薬学的に許容しうる塩を含む。式
（Ｉ）の化合物の代謝産物とは、この同じ式（Ｉ）の化合物が、例えばそれを必要として
いる哺乳動物への投与によってインビボで変換されるあらゆる化合物である。典型的には
（しかしながら、制限的な例を表しているのではない）、式（Ｉ）の化合物を投与すると
、この同じ誘導体は、例えば容易に排泄されるヒドロキシル化誘導体のようなより可溶性
誘導体を含む様々な化合物に変換されうる。従って、このようにして生じる代謝経路に応
じて、これらのヒドロキシル化誘導体のいずれも式（Ｉ）の化合物の代謝産物と見なすこ
とができる。
【００２１】
　[0013]プロドラッグは、インビボで式（Ｉ）の活性な親薬物を放出するいずれかの共有
結合化合物である。Ｎ－オキシドは、窒素及び酸素が配位結合を通じて連結されている式
（Ｉ）の化合物である。本発明の化合物にキラル中心又は別の形態の異性体中心が存在す
る場合、エナンチオマー及びジアステレオマーを含むそのような異性体（一つ又は複数）
のすべての形態も本発明に包含されるものとする。キラル中心を含有する化合物は、ラセ
ミ混合物、エナンチオマー的富化混合物として使用しても、又はラセミ混合物は周知の技
術を用いて分離できるので、個別のエナンチオマーを単独で使用してもよい。化合物が不
飽和炭素炭素二重結合を有している場合、シス（Ｚ）及びトランス（Ｅ）異性体のどちら
も本発明の範囲に含まれる。化合物が互変異性体で存在できる場合、各形態は、平衡状態
で存在していようと主に一つの形態で存在していようと、本発明の範囲内に含まれると想
定される。ケト－エノール互変異性体のように化合物が他の互変異性体で存在しうる場合
、各互変異性体は、平衡状態で存在していようと主に一つの形態で存在していようと、本
発明の範囲内に含まれると想定される。
【００２２】
　[0014]用語“直鎖又は分枝Ｃ１－Ｃ８アルキル”とは、メチル、エチル、ｎ－プロピル
、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｎ－ペ
ンチル、ｎ－ヘキシル、ｎ－ヘプチル、ｎ－オクチルなど（これらに限定されない）を含
む基のいずれのことも言う。
【００２３】
　[0015]用語“Ｃ３－Ｃ８シクロアルキル”とは、別に規定されない限り、一つ又は複数
の二重結合を含有していてもよいが、完全共役π電子系を持たない３～８員のすべて炭素
の単環式環を意味する。シクロアルキル基の例は、制限なしに、シクロプロパン、シクロ
ブタン、シクロペンタン、シクロペンテン、シクロヘキサン、シクロヘキセン及びシクロ
ヘキサジエンである。
【００２４】
　[0016]用語“ヘテロサイクリル”とは、一つ又は複数の炭素原子が窒素、酸素及び硫黄
などのヘテロ原子によって置換されている３～８員の飽和又は部分不飽和炭素環のことを
言う。ヘテロサイクリル環は、さらに芳香族及び非芳香族炭素環及びヘテロ環に縮合又は
連結されていてもよい。ヘテロサイクリルの例は、ピラン、ピロリジン、ピロリン、イミ
ダゾリン、イミダゾリジン、ピラゾリジン、ピラゾリン、チアゾリン、チアゾリジン、ジ
ヒドロフラン、テトラヒドロフラン、１，３－ジオキソラン、ピペリジン、ピペラジン、
モルホリン、キヌクリジンなどであるが、これらに限定されない。
【００２５】
　[0017]用語“Ｃ２－Ｃ８（又はＣ３－Ｃ８）アルケニル”とは、少なくとも一つの炭素
炭素二重結合を含有し、直鎖でも分枝鎖でもよい脂肪族Ｃ２－Ｃ８（又はＣ３－Ｃ８）炭
化水素鎖のことを言う。代表例は、エテニル、１－プロペニル、２－プロペニル、１－又
は２－ブテニルなどであるが、これらに限定されない。
【００２６】
　[0018]用語“Ｃ２－Ｃ８（又はＣ３－Ｃ８）アルキニル”とは、少なくとも一つの炭素
炭素三重結合を含有し、直鎖でも分枝鎖でもよい脂肪族Ｃ２－Ｃ８（又はＣ３－Ｃ８）炭
化水素鎖のことを言う。代表例は、エチニル、１－プロピニル、２－プロピニル、１－又
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は２－ブチニルなどであるが、これらに限定されない。
【００２７】
　[0019]用語“アリール”とは、１～４個の環系を有し、さらに縮合又は単結合によって
互いに連結していてもよい、単－、二－又は多－炭素環式炭化水素のことを言い、炭素環
の少なくとも一つは“芳香族”であり、用語“芳香族”とは、完全共役π電子結合系のこ
とを言う。そのようなアリール基の非制限的例は、フェニル、α－又はβ－ナフチル及び
ビフェニル基などである。
【００２８】
　[0020]用語“ヘテロアリール”とは、芳香族ヘテロ環、典型的にはＮ、Ｏ又はＳから選
ばれる１～３個のヘテロ原子を有する５～８員のヘテロ環のことを言う。ヘテロアリール
環は、さらに芳香族及び非芳香族炭素環及びヘテロ環に縮合又は連結されていてもよい。
そのようなヘテロアリール基の非制限的例は、ピリジル、ピラジニル、ピリミジニル、ピ
リダジニル、インドリル、イミダゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、ピロリル、フェ
ニル－ピロリル、フリル、フェニル－フリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、ピラゾ
リル、チエニル、ベンゾチエニル、イソインドリニル、ベンゾイミダゾリル、キノリニル
、イソキノリニル、１，２，３－トリアゾリル、１－フェニル－１，２，３－トリアゾリ
ル、２，３－ジヒドロインドリル、２，３－ジヒドロベンゾフラニル、２，３－ジヒドロ
ベンゾチオフェニル、ベンゾピラニル、２，３－ジヒドロベンゾオキサジニル、２，３－
ジヒドロキノキサリニルなどであるが、これらに限定されない。
【００２９】
　[0021]別に規定されない限り、上記Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４基のいずれも、それらの任
意の自由な位置において、下記から独立に選ばれる一つ又は複数の基、例えば１～６個の
基によって置換されていてもよい。すなわち、ハロゲン、ニトロ、オキソ基（＝Ｏ）、シ
アノ、Ｃ１－Ｃ８アルキル、ポリフッ素化アルキル、ポリフッ素化アルコキシ、Ｃ２－Ｃ

８アルケニル、Ｃ２－Ｃ８アルキニル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキ
ル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、ヘテロサイクリル、ヘテロサイクリルア
ルキル、Ｃ３－Ｃ８シクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロ
サイクリルオキシ、メチレンジオキシ、アルキルカルボニルオキシ、アリールカルボニル
オキシ、シクロアルケニルオキシ、ヘテロサイクリルカルボニルオキシ、アルキリデンア
ミノオキシ、カルボキシ、アルコキシカルボニル、アリールオキシカルボニル、シクロア
ルキルオキシカルボニル、ヘテロサイクリルアルキルオキシカルボニル－アミノ、ウレイ
ド、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、アリールアミノ、ジアリールアミノ、ヘテロサ
イクリルアミノ、ホルミルアミノ、アルキルカルボニルアミノ、アリールカルボニルアミ
ノ、ヘテロサイクリルカルボニルアミノ、アミノカルボニル、アルキルアミノカルボニル
、ジアルキルアミノカルボニル、アリールアミノカルボニル、ヘテロサイクリルアミノカ
ルボニル、アルコキシカルボニルアミノ、ヒドロキシアミノカルボニル　アルコキシイミ
ノ、アルキルスルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘテロサイクリルスルホニ
ルアミノ、ホルミル、アルキルカルボニル、アリールカルボニル、シクロアルキルカルボ
ニル、ヘテロサイクリルカルボニル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、アミノ
スルホニル、アルキルアミノスルホニル、ジアルキルアミノスルホニル、アリールアミノ
スルホニル、ヘテロサイクリルアミノスルホニル、アリールチオ、アルキルチオ、ホスホ
ネート及びアルキルホスホネート。次に上記の基について、必要な場合はいつでも、上記
置換基のそれぞれは上記基の一つ又は複数でさらに置換されていてもよい。一部の態様に
おいて、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３又はＲ４が上記基の一つ又は複数で置換されている場合、存在
する上記基のそれぞれは、非置換であるか、又は３個までの、ハロ、Ｃ１－Ｃ４アルキル
、Ｃ１－Ｃ４アルコキシ、Ｃ１－Ｃ４ハロアルキル、Ｃ１－Ｃ４ハロアルコキシ、ＣＮ、
ＣＯＮＲ’２、ＣＯＯＲ’、ＯＨ、－ＮＲ’２、及び－Ｓ（Ｏ）ｑＲ’［式中、ｑは０～
２であり、各Ｒ’は独立にＨ又はＣ１－Ｃ４アルキルである］から選ばれる基で置換され
ている。
【００３０】
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　[0022]用語ハロゲン原子は、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素原子のことである。用語シ
アノは－ＣＮ残基のことである。用語ニトロは－ＮＯ２基のことである。用語ポリフッ素
化アルキル又はポリフッ素化アルコキシは、２個以上のフッ素原子で置換されている任意
の上記直鎖又は分枝Ｃ１－Ｃ８アルキル又はアルコキシ基のことを言い、例えばトリフル
オロメチル、トリフルオロエチル、１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロピル、
トリフルオロメトキシなどであるが、これらに限定されない。用語ヒドロキシアルキルは
、ヒドロキシル基を持つ任意の上記Ｃ１－Ｃ８アルキルのことを言い、例えばヒドロキシ
メチル、２－ヒドロキシエチル、３－ヒドロキシプロピルなどであるが、これらに限定さ
れない。
【００３１】
　[0023]本明細書において、式（Ｉ）の化合物の“治療上有効量”という用語は、プロテ
インキナーゼの活性を調節するのに有効な量のことを言う。従って、式（Ｉ）の化合物は
、プロテインキナーゼ活性の調節異常によって引き起こされる疾患の治療に有用である。
【００３２】
　[0024]本明細書において、“患者”とは、プロテインキナーゼ活性の調節によって影響
される疾患及び状態の治療を必要としている者のことであるか、又は本明細書中に記載の
範囲内の疾患又は状態の一つ又は複数に罹患している者であるか、又は主治医もしくは臨
床医による診断で本明細書中に記載の疾患又は状態の一つ又は複数を発症するリスクが認
識されている者である。本明細書中で特定された状態の治療を必要としている患者の識別
は、十分当業者の能力及び知識の範囲内である。専門の臨床医であれば、臨床検査、身体
検査及び病歴／家族歴を使用することによって、そのような治療を必要としている患者を
容易に識別することができる。患者は、プロテインキナーゼ活性の調節を必要としている
哺乳動物などの温血動物を含む。モルモット、イヌ、ネコ、ラット、マウス、ウマ、ウシ
、ヒツジ、及びヒトは、該用語の意味の範囲内に含まれる動物の例であることは理解され
るであろう。上記すべてのことから、当業者には、その名称がアリールアミノのように複
合名であるいずれの基も、その派生元の部分によって従来的に解釈されるものとすべきで
あることは明白である。例えば、（アリールアミノは）アミノ基によって解釈され、それ
がアリールによってさらに置換されており、アリールは上記定義の通りであるというよう
なことである。同様に、アルキルチオ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、アルコキシ
カルボニル、アルコキシカルボニルアミノ、ヘテロサイクリルカルボニル、ヘテロサイク
リルカルボニルアミノ、シクロアルキルオキシカルボニルなどの用語のいずれも、アルキ
ル、アルコキシ、アリール、Ｃ３－Ｃ８シクロアルキル及びヘテロサイクリル部分が上記
定義の通りである基を含む。
【００３３】
　[0025]式（Ｉ）の化合物の製薬学的に許容しうる塩は、無機又は有機酸、例えば硝酸、
塩酸、臭化水素酸、硫酸、過塩素酸、リン酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、プロピオン酸、
グリコール酸、乳酸、シュウ酸、フマル酸、マロン酸、リンゴ酸、マレイン酸、酒石酸、
クエン酸、安息香酸、桂皮酸、マンデル酸、メタンスルホン酸、イセチオン酸及びサリチ
ル酸との酸付加塩を含む。式（Ｉ）の化合物の製薬学的に許容しうる塩は、無機又は有機
塩基、例えばアルカリ又はアルカリ土類金属、特にナトリウム、カリウム、カルシウム、
アンモニウム又はマグネシウムの水酸化物、炭酸塩又は炭酸水素塩、非環状又は環状アミ
ン、好ましくはメチルアミン、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ピペ
リジンなどとの塩も含む。
【００３４】
　[0026]一部の態様において、ｍは０～３の整数である。一部の態様において、ｍは０、
１又は２である。一部の態様において、Ｒ１は、トリフルオロメチル、ハロゲン、シアノ
、ＯＲ５、ＮＲ６Ｒ７、ＣＯＯＲ１０、ＣＯＮＲ１１Ｒ１２、又は（Ｃ１－Ｃ８）アルキ
ル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル及びヘテロサイクリルから選ばれる置換されていても
よい基である。一部の態様において、Ｒ１は、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル又はヘテロ
サイクリルから選ばれる置換されていてもよい基である。一部の態様において、Ｒ２及び



(19) JP 5938038 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

Ｒ３は、水素及びハロゲンから独立に選ばれる。一部の態様において、Ｒ４が、
【００３５】
【化４】

【００３６】
の場合、Ｒ１４が水素；又はＲ４が、
【００３７】
【化５】

【００３８】
の場合、Ｒ１５が、水素、ハロゲン又はＮＨ２。
【００３９】
　[0027]一部の態様において、式（Ｉ）の化合物は下記のいずれか一つ又は複数を含む。
【００４０】
　１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－イソプロピル－ピペ
リジン－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニ
ル｝－ベンゼンスルホンアミド
　２）Ｎ－｛３－［１－（１－シクロプロピル－ピペリジン－４－イル）－４－ピリジン
－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスル
ホンアミド
　４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピラ
ゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホ
ンアミド
　５）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド
　６）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　７）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－フルオロ－エチル）
－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスル
ホンアミド
　８）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド
　９）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－イソプロピル－４－ピリジ
ン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド
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　１０）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－イソプロピル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
　１１）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（２－フルオロ
－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１２）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－イソプロピル－１
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼ
ンスルホンアミド
　１３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－
エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－ベンゼンスルホンアミド
　１４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－
ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，
５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１５）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ
－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１
－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド
　１７）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロペンチル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
　１８）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－シクロプ
ロピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェ
ニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１９）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－イソプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　２０）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－オキセタン－３－
イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ
－ベンゼンスルホンアミド
　２１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－オキセタン－３－イル－
４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホ
ンアミド
　２２）Ｎ－（３－｛４－［２－（２－アミノ－ピリミジン－４－イルアミノ）－ピリミ
ジン－４－イル］－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－２－フルオロ－フェニ
ル）－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド　及び
　２３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－シクロプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　２４）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロピリジン
－４－イル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
　２５）Ｎ－｛３－［１－（４，４－ジフルオロシクロヘキシル）－４－（ピリジン－４
－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝－２，５－ジフルオ
ロベンゼンスルホンアミド
　２６）Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミ
ノ｝－２－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ
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－ピラゾール－４－イル］ピリジン－２－イル｝アセトアミド
　２７）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロピリジン
－４－イル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３
－イル］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
　２８）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチルピペリジン
－４－イル）－４－（２－メチルピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］
フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
　２９）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－メチルピリジン－
４－イル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－
イル］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
　３０）Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミ
ノ｝－２－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ
－ピラゾール－４－イル］ピリジン－２－イル｝－２－メチルプロパンアミド；及び
　３１）Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミ
ノ｝－２－フルオロフェニル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラ
ゾール－４－イル］ピリジン－２－イル｝アセトアミド。
【００４１】
　[0028]一部の態様において、式（Ｉ）の化合物は下記のいずれか一つ又は複数を含む。
【００４２】
　１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－イソプロピル－ピペ
リジン－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニ
ル｝－ベンゼンスルホンアミド
　２）Ｎ－｛３－［１－（１－シクロプロピル－ピペリジン－４－イル）－４－ピリジン
－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスル
ホンアミド
　４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピラ
ゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホ
ンアミド
　５）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド
　６）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　７）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－フルオロ－エチル）
－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスル
ホンアミド
　８）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド
　９）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－イソプロピル－４－ピリジ
ン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド
　１０）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－イソプロピル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
　１１）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（２－フルオロ
－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
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ルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１２）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－イソプロピル－１
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼ
ンスルホンアミド
　１３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－
エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－ベンゼンスルホンアミド
　１４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－
ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，
５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１５）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ
－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１
－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド
　１７）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロペンチル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
　１８）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－イソプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１９）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－オキセタン－３－イル－
４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホ
ンアミド
　２０）Ｎ－（３－｛４－［２－（２－アミノ－ピリミジン－４－イルアミノ）－ピリミ
ジン－４－イル］－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－２－フルオロ－フェニ
ル）－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド　及び
　２１）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－シクロプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　２２）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロピリジン
－４－イル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
　２３）Ｎ－｛３－［１－（４，４－ジフルオロシクロヘキシル）－４－（ピリジン－４
－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝－２，５－ジフルオ
ロベンゼンスルホンアミド
　２４）Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミ
ノ｝－２－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ
－ピラゾール－４－イル］ピリジン－２－イル｝アセトアミド
　２５）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロピリジン
－４－イル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３
－イル］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
　２６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチルピペリジン
－４－イル）－４－（２－メチルピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］
フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
　２７）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－メチルピリジン－
４－イル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－
イル］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
　２８）Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミ
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ノ｝－２－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ
－ピラゾール－４－イル］ピリジン－２－イル｝－２－メチルプロパンアミド
　２９）Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミ
ノ｝－２－フルオロフェニル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラ
ゾール－４－イル］ピリジン－２－イル｝アセトアミド。
【００４３】
　[0029]一部の態様において、式（Ｉ）の化合物は下記のいずれか一つ又は複数を含む。
【００４４】
　１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－イソプロピル－ピペ
リジン－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニ
ル｝－ベンゼンスルホンアミド
　２）Ｎ－｛３－［１－（１－シクロプロピル－ピペリジン－４－イル）－４－ピリジン
－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスル
ホンアミド
　４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピラ
ゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホ
ンアミド
　５）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド
　６）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　７）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－フルオロ－エチル）
－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスル
ホンアミド
　８）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド
　９）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－イソプロピル－４－ピリジ
ン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド
　１０）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－イソプロピル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
　１１）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（２－フルオロ
－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１２）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－イソプロピル－１
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼ
ンスルホンアミド
　１３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－
エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－ベンゼンスルホンアミド
　１４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－
ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，
５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１５）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ
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－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１
－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド
　１７）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロペンチル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
　１８）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－シクロプ
ロピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェ
ニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１９）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－イソプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　２０）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－オキセタン－３－
イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ
－ベンゼンスルホンアミド
　２１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－オキセタン－３－イル－
４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホ
ンアミド
　２２）Ｎ－（３－｛４－［２－（２－アミノ－ピリミジン－４－イルアミノ）－ピリミ
ジン－４－イル］－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－２－フルオロ－フェニ
ル）－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド　及び
　２３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－シクロプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド。
【００４５】
　[0030]一部の態様において、式（Ｉ）の化合物は下記のいずれか一つ又は複数を含む。
【００４６】
　１）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－イソプロピル－ピペ
リジン－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニ
ル｝－ベンゼンスルホンアミド
　２）Ｎ－｛３－［１－（１－シクロプロピル－ピペリジン－４－イル）－４－ピリジン
－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスル
ホンアミド
　４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピラ
ゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホ
ンアミド
　５）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド
　６）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　７）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－フルオロ－エチル）
－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスル
ホンアミド
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　８）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド
　９）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－イソプロピル－４－ピリジ
ン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド
　１０）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－イソプロピル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
　１１）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（２－フルオロ
－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１２）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－イソプロピル－１
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼ
ンスルホンアミド
　１３）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－
エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－ベンゼンスルホンアミド
　１４）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－
ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，
５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１５）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ
－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１６）２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１
－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド
　１７）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロペンチル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
　１８）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－イソプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
　１９）２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－オキセタン－３－イル－
４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホ
ンアミド
　２０）Ｎ－（３－｛４－［２－（２－アミノ－ピリミジン－４－イルアミノ）－ピリミ
ジン－４－イル］－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－２－フルオロ－フェニ
ル）－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド　及び
　２１）Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－シクロプロ
ピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド。
【００４７】
　[0031]一部の態様において、それぞれ置換された直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル
、（Ｃ２－Ｃ８）アルケニル又は（Ｃ２－Ｃ８）アルキニル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアル
キル、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルケニル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリー
ルが、ハロゲン、ニトロ、オキソ基（＝Ｏ）、シアノ、Ｃ１－Ｃ８直鎖又は分枝アルキル
、ポリフッ素化アルキル、ポリフッ素化アルコキシ、Ｃ２－Ｃ８アルケニル、Ｃ２－Ｃ８

アルキニル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテ
ロアリールアルキル、ヘテロサイクリル、ヘテロサイクリルアルキル、Ｃ３－Ｃ８シクロ
アルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロサイクリルオキシ、メチレ
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ンジオキシ、アルキルカルボニルオキシ、アリールカルボニルオキシ、シクロアルケニル
オキシ、ヘテロサイクリルカルボニルオキシ、アルキリデンアミノオキシ、カルボキシ、
アルコキシカルボニル、アリールオキシカルボニル、シクロアルキルオキシカルボニル、
ヘテロサイクリルアルキルオキシカルボニル－アミノ、ウレイド、アルキルアミノ、ジア
ルキルアミノ、アリールアミノ、ジアリールアミノ、ヘテロサイクリルアミノ、ホルミル
アミノ、アルキルカルボニルアミノ、アリールカルボニルアミノ、ヘテロサイクリルカル
ボニルアミノ、アミノカルボニル、アルキルアミノカルボニル、ジアルキルアミノカルボ
ニル、アリールアミノカルボニル、ヘテロサイクリルアミノカルボニル、アルコキシカル
ボニルアミノ、ヒドロキシアミノカルボニル　アルコキシイミノ、アルキルスルホニルア
ミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘテロサイクリルスルホニルアミノ、ホルミル、アル
キルカルボニル、アリールカルボニル、シクロアルキルカルボニル、ヘテロサイクリルカ
ルボニル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、アミノスルホニル、アルキルアミ
ノスルホニル、ジアルキルアミノスルホニル、アリールアミノスルホニル、ヘテロサイク
リルアミノスルホニル、アリールチオ、アルキルチオ、ホスホネート及びアルキルホスホ
ネートから選ばれる４個までの置換基で置換されている式（Ｉ）の化合物を開示する。
【００４８】
　[0032]一部の態様において、それぞれ置換された直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル
、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールが、
ハロゲン、ニトロ、オキソ基（＝Ｏ）、シアノ、Ｃ１－Ｃ８直鎖又は分枝アルキル、ポリ
フッ素化アルキル、ポリフッ素化アルコキシ、Ｃ２－Ｃ８アルケニル、Ｃ２－Ｃ８アルキ
ニル、ヒドロキシアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリ
ールアルキル、ヘテロサイクリル、ヘテロサイクリルアルキル、Ｃ３－Ｃ８シクロアルキ
ル、ヒドロキシ、アルコキシ、アリールオキシ、ヘテロサイクリルオキシ、メチレンジオ
キシ、アルキルカルボニルオキシ、アリールカルボニルオキシ、シクロアルケニルオキシ
、ヘテロサイクリルカルボニルオキシ、アルキリデンアミノオキシ、カルボキシ、アルコ
キシカルボニル、アリールオキシカルボニル、シクロアルキルオキシカルボニル、ヘテロ
サイクリルアルキルオキシカルボニル－アミノ、ウレイド、アルキルアミノ、ジアルキル
アミノ、アリールアミノ、ジアリールアミノ、ヘテロサイクリルアミノ、ホルミルアミノ
、アルキルカルボニルアミノ、アリールカルボニルアミノ、ヘテロサイクリルカルボニル
アミノ、アミノカルボニル、アルキルアミノカルボニル、ジアルキルアミノカルボニル、
アリールアミノカルボニル、ヘテロサイクリルアミノカルボニル、アルコキシカルボニル
アミノ、ヒドロキシアミノカルボニル　アルコキシイミノ、アルキルスルホニルアミノ、
アリールスルホニルアミノ、ヘテロサイクリルスルホニルアミノ、ホルミル、アルキルカ
ルボニル、アリールカルボニル、シクロアルキルカルボニル、ヘテロサイクリルカルボニ
ル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、アミノスルホニル、アルキルアミノスル
ホニル、ジアルキルアミノスルホニル、アリールアミノスルホニル、ヘテロサイクリルア
ミノスルホニル、アリールチオ、アルキルチオ、ホスホネート及びアルキルホスホネート
から選ばれる４個までの置換基で置換されている式（Ｉ）の化合物を開示する。
【００４９】
　[0033]好適な態様において、それぞれ置換された直鎖又は分枝（Ｃ１－Ｃ８）アルキル
、（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキル、ヘテロサイクリル、アリール及びヘテロアリールが、
ハロゲン、ニトロ、オキソ基（＝Ｏ）、シアノ、Ｃ１－Ｃ４直鎖又は分枝アルキル、Ｃ１

－Ｃ４直鎖又は分枝アルコキシ、Ｃ１－Ｃ４ハロアルキル、Ｃ１－Ｃ４ハロアルコキシ、
ヒドロキシ、ＣＯＮＲ’２、ＣＯＯＲ’、－ＮＲ’２、及び－Ｓ（Ｏ）ｑＲ’［式中、ｑ
は０～２であり、各Ｒ’は独立にＨ又はＣ１－Ｃ４直鎖もしくは分枝アルキルである］か
ら選ばれる４個までの置換基で置換されている式（Ｉ）の化合物を開示する。
【００５０】
　[0034]一側面において、式（Ｉ）で表されるピラゾロフェニル－ベンゼンスルホンアミ
ド化合物の、標準的合成変換からなるプロセスを通じて製造される製造法を開示する。
【００５１】
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　[0035]別の側面において、調節異常のプロテインキナーゼ活性、特に、ＲＡＦファミリ
ー、ＰＬＫファミリー、異なるアイソフォームのプロテインキナーゼＣ、Ｍｅｔ、ＰＡＫ
－４、ＰＡＫ－５、ＺＣ－１、ＳＴＬＫ－２、ＤＤＲ－２、オーロラ(Aurora)Ａ、オーロ
ラＢ、オーロラＣ、Ｂｕｂ－１、Ｃｈｋ１、Ｃｈｋ２、ＨＥＲ２、ＭＥＫ１、ＭＡＰＫ、
ＥＧＦ－Ｒ、ＰＤＧＦ－Ｒ、ＦＧＦ－Ｒ、ＩＧＦ－Ｒ、ＰＩ３Ｋ、ｗｅｅｌキナーゼ、Ｓ
ｒｃ、Ａｂｌ、Ａｋｔ、ＭＡＰＫ、ＩＬＫ、ＭＫ－２、ＩＫＫ－２、Ｃｄｃ７、Ｎｅｋ、
Ｃｄｋ／サイクリンキナーゼファミリー、より特定的にはＲＡＦファミリーによって引き
起こされる及び／又はそれに関連する疾患の治療法を開示し、該方法は、それを必要とす
る哺乳動物に、有効量の上記定義の式（Ｉ）によって表されるピラゾロフェニル－ベンゼ
ンスルホンアミド化合物を投与することを含む。一態様において、がん、細胞増殖障害、
ウィルス感染、自己免疫疾患及び神経変性疾患からなる群から選ばれる、プロテインキナ
ーゼ活性の調節異常によって引き起こされる及び／又はそれに関連する疾患の治療法を開
示する。
【００５２】
　[0036]別の側面において、特定タイプのがん、例えば、これらに限定されないが、上皮
性悪性腫瘍(carcinoma)、例えば膀胱がん、乳がん、結腸がん、腎臓がん、肝臓がん、肺
がん（小細胞肺がんを含む）、食道がん、胆嚢がん、卵巣がん、膵臓がん、胃がん、頸が
ん、甲状腺がん、前立腺がん、及び皮膚がん（扁平上皮がんを含む）；リンパ系の造血器
腫瘍、例えば白血病、急性リンパ性白血病、急性リンパ芽球性白血病、Ｂ細胞リンパ腫、
Ｔ細胞リンパ腫、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、毛様細胞リンパ腫及びバーケ
ットリンパ腫；骨髄系の造血器腫瘍、例えば急性及び慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候
群及び前骨髄球性白血病；間葉起源の腫瘍、例えば線維肉腫及び横紋筋肉腫；中枢及び末
梢神経系の腫瘍、例えば星状細胞腫、神経芽細胞腫、神経膠腫及び神経鞘腫；その他の腫
瘍、例えば黒色腫、精上皮腫、奇形がん、骨肉腫、色素性乾皮症、ケラトキサントーマ、
甲状腺濾胞がん及びカポジ肉腫の治療法を開示する。
【００５３】
　[0037]一態様において、特定の細胞増殖障害、例えば、これらに限定されないが、良性
前立腺肥大症、家族性腺腫症ポリポーシス、神経線維腫、乾癬、アテローム性動脈硬化に
伴う血管平滑細胞増殖、肺線維症、関節炎、糸球体腎炎並びに術後狭窄及び再狭窄の治療
法を開示する。一態様において、ウィルス感染の治療法、特にＨＩＶ感染個人におけるＡ
ＩＤＳ発症の予防法を開示する。さらに、方法は、腫瘍の血管新生及び転移の抑制、並び
に臓器移植拒絶及び宿主対移植片疾患の治療も提供する。
【００５４】
　[0038]一態様において、方法はさらに、治療を必要としている哺乳動物に、少なくとも
一つの細胞増殖抑制又は細胞毒性薬と併用して、放射線療法又は化学療法計画を受けさせ
ることを含む。さらに、ＲＡＦファミリータンパク質活性を抑制するためのインビトロの
方法も開示し、該方法は前記タンパク質を有効量の式（Ｉ）の化合物と接触させることを
含む。
【００５５】
　[0039]一側面において、一つ又は複数の式（Ｉ）の化合物又はその製薬学的に許容しう
る塩と、製薬学的に許容しうる賦形剤、担体又は希釈剤とを含む医薬組成物を開示する。
一態様において、式（Ｉ）の化合物を公知抗がん剤と組み合わせて含む医薬組成物を開示
する。公知抗がん剤は、例えば、細胞増殖抑制又は細胞毒性薬、抗生物質型薬剤、アルキ
ル化薬、代謝拮抗薬、ホルモン剤、免疫剤、インターフェロン型薬剤、シクロオキシゲナ
ーゼ阻害薬（例えばＣＯＸ－２阻害薬）、マトリックスメタロプロテアーゼ阻害薬、テロ
メラーゼ阻害薬、チロシンキナーゼ阻害薬、抗増殖因子受容体薬、抗ＨＥＲ薬、抗ＥＧＦ
Ｒ薬、抗血管新生薬（例えば血管新生阻害薬）、ファメシル(famesyl)トランスフェラー
ゼ阻害薬、ｒａｓ－ｒａｆシグナル伝達経路阻害薬、細胞周期阻害薬、その他のｃｄｋｓ
阻害薬、チューブリン結合薬、トポイソメラーゼＩ阻害薬、トポイソメラーゼII阻害薬な
どである。さらに、上記定義の式（Ｉ）の化合物又はその製薬学的に許容しうる塩、又は
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ての一つ又は複数の抗がん剤とを含む製品又はキットも開示する。
【００５６】
　[0040]別の側面において、医薬として使用するための上記定義の式（Ｉ）の化合物又は
その製薬学的に許容しうる塩を開示する。さらに、抗腫瘍活性を有する医薬の製造におけ
る上記定義の式（Ｉ）の化合物又はその製薬学的に許容しうる塩の使用も開示する。上記
のいずれかの方法に使用するための上記定義の式（Ｉ）の化合物又はその製薬学的に許容
しうる塩も開示する。
【００５７】
　[0041]一側面において、上記定義の式（Ｉ）の化合物を、当該技術分野で利用可能な技
術及び容易に入手可能な出発材料を用い、下記の反応経路及び合成スキームを使用するこ
とによって製造するためのプロセスを開示する。一定の態様の製造法を以下の実施例中に
記載するが、当業者であれば、記載された製造法は他の態様を製造するのにも容易に適応
できることは分かるであろう。例えば、例示されていない化合物の合成は、当業者に明白
な変更によって、例えば干渉する基の適切な保護によって、当該技術分野で公知の他の適
切な試薬への変更によって、又は反応条件の日常的修正によって実施することができる。
あるいは、本明細書中で参照された又は当該技術分野で公知の他の反応も、他の化合物を
製造するための適応性を有することは分かるであろう。
【００５８】
　[0042]ピラゾール環が以下の実施例に従って定義されたＰＧ２のような保護基を有する
場合、保護基は、ピラゾール環の任意の窒素原子に結合して、一般式IIa及びIIbの異性体
化合物を提供することができる。前記異性体化合物は、別に規定のない限り、前記保護基
の位置は式（Ｉ）の化合物の製造に無関係であるので、包含されると考えられる。
【００５９】
　[0043]別段記載のない限り、一般式（II）の化合物が下記の式（IIa）又は（IIb）の位
置異性体の一つでしか示されていない場合、残りの一つもなお、一般式の意味の範囲内に
含まれるものとする。
【００６０】

【化６】

【００６１】
　[0044]結果として、以下の実施例に従って定義されたＲ２９がＰＧ２の意味を有してい
る場合、該基はピラゾール環の任意の窒素原子に結合して、一般式IIc及びIIdの異性体化
合物を提供することができる。異性体化合物は、別に規定のない限り、包含されると考え
られる。保護基の位置は、提供される式（Ｉ）の化合物の製造に無関係である。
【００６２】
　[0045]別段記載のない限り、一般式（II）の化合物が下記の式（IIc）又は（IId）の位
置異性体の一つのみを示している場合、残りの一つもなお、一般式の意味の範囲内に含ま
れるものとする。
【００６３】
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【化７】

【００６４】
　[0046]式（Ｉ）の化合物は、以下の方法Ａ及び方法Ｂに記載された一般的合成プロセス
に従って製造できる。
【００６５】
　[0047]一般式１及び９の中間体化合物は、以下に示された方法Ｃに従って、式１４の化
合物から出発して製造される。
【００６６】
　[0048]一般式１４Ａ及び１４Ｂの中間体化合物は、以下に示された方法Ｄに従って、式
２０の化合物から出発して製造される。
【００６７】
　[0049]方法Ａ及び方法Ｂに従って製造された一般式２の中間体化合物は、以下の方法Ｄ
及び方法Ｆに従って、式２の別の化合物に変換することもできる。
【００６８】
　[0050]当業者であれば、これらの方法に従って実施されるいずれの変換も、妨害基の保
護、当該技術分野で公知の他の適切な試薬への変更、又は反応条件の日常的修正などの標
準的変更を必要としうることは分かるであろう。
【００６９】
　方法Ａ
【００７０】

【化８】

【００７１】
　[0051]方法Ａの上記スキームにおいて、Ｈａｌは、ヨウ化物又は臭化物のようなハロゲ
ン原子であり、Ｒ２９は、－（ＣＨ２）ｍＲ１又はＰＧ２であり［式中、ｍ及びＲ１は上
記定義の通りである］、ＰＧ２は、ピラゾール環の適切な保護基、例えばｐ－メトキシベ
ンジル、テトラヒドロピラニル、トリチル又はシリル誘導体、例えばトリメチルシリルエ
トキシメチル（ＳＥＭ）及び２－トリメチルシリルエタンスルホニル（ＳＥＳ）である。
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一態様において、保護基はテトラヒドロピラニルである。ＰＧ１は、アニリン又はスルホ
ンアミドの適切な保護基、例えばｔ－ブトキシカルボニル（ＢＯＣ）、ベンジルオキシカ
ルボニル、メトキシメチル（ＭＯＭ）、２－メトキシエトキシメチル（ＭＥＭ）など、ア
セチル、エトキシカルボニルなどであり、Ｒ３０は、水素又は基ＳＯ２Ｐｈ（Ｒ２）（Ｒ
３）のいずれかであり、式中Ｒ２及びＲ３は上記定義の通りである。Ｍは、Ｂ（ＯＨ）２

、Ｂ（ＯＡｌｋ）２、Ｓｎ（Ａｌｋ）３、Ａｌ（Ａｌｋ）２、ＺｎＨａｌ、ＭｇＨａｌ又
はＺｒＣｐ２Ｈａｌである、Ｍ’は、Ｂ（ＯＡｌｋ）２　又はＳｎ（Ａｌｋ）３である。
Ｌ’は、ハロゲン原子、トシレート、メシレート又はトリフレートのような脱離基として
働くことができる基である。Ｒ４も上で定義されている。
【００７２】
　[0052]方法Ａに記載されている式（Ｉ）の化合物を製造するための合成プロセスを参照
する。ステップ“ａ”で、式１の化合物は、炭素炭素結合の形成に適切な何らかのクロス
カップリング反応を利用することによって式２の化合物に変換することができる。当該技
術分野で周知のそのような反応は、有機ホウ素、有機スズ、有機亜鉛、有機アルミニウム
又は有機ジルコニウム化合物などのような適切な有機金属試薬を用いたカップリングを意
味する。あるいは、ステップ“ｂ”で、式１の化合物を式３の有機金属誘導体、例えばホ
ウ素－ピラゾロ誘導体に変換し、次にこれをステップ“ｃ”で、式２の化合物を形成する
ためのステップ“ａ”の条件に従って、適切な求電子試薬にクロスカップリングする。式
２の化合物においてＲ２９がＰＧ２の場合、そのような保護基はステップ“ｄ”に従って
除去し、式４Ａの化合物を形成させる。そして、ステップ“ｅ”で、そのような式４Ａの
化合物を、Ｒ２９が－（ＣＨ２）ｍＲ１である式２の化合物に戻す。そのような基の導入
は、式Ｌ－（ＣＨ２）ｍＲ１［式中、Ｌは、ＯＨ又は脱離基として働くことができる基、
例えばハロゲン原子、トシレート、メシレート又はトリフレートであるか、又はＬは－Ｂ
（ＯＨ）２である］の適切なアルキル化剤を用いたＮ－アルキル化を通じて達成される。
そのようなアルキル化は位置異性体の混合物をもたらしうるので、そこから所望の異性体
をシリカゲルクロマトグラフィー又は分取ＨＰＬＣのような公知方法によって精製する。
ステップ“ｆ”で、Ｒ２９が－（ＣＨ２）ｍＲ１で、Ｒ３０がＳＯ２Ｐｈ（Ｒ２）（Ｒ３
）である式２の化合物を、保護基ＰＧ１を除去することによって式（Ｉ）の化合物に変換
する。あるいは、式２の化合物においてＲ２９が－（ＣＨ２）ｍＲ１で、Ｒ３０が水素の
場合、ステップ“ｇ”による保護基の除去は、一般式５Ａの化合物をもたらす。これをス
テップ“ｈ”で適切な塩化スルホニルとの反応によって一般式（Ｉ）の化合物に変換する
。
【００７３】
　[0053]方法Ａのステップ“ａ”に従って、式１の化合物を一般式Ｒ４Ｍの適切な有機金
属化合物、例えば有機ホウ素化合物（鈴木反応）、有機スズ化合物（Ｓｔｉｌｌｅ反応）
、有機亜鉛、有機アルミニウム又は有機ジルコニウム化合物（根岸反応）などにクロスカ
ップリングさせる。そのような反応は当業者には周知である。一つの合成法において、鈴
木反応は、適切なボロン酸アリール又はヘテロアリールを、パラジウムテトラキストリフ
ェニルホスフィンのようなパラジウム系触媒、及びＣｓ２ＣＯ３、Ｎａ２ＣＯ３、Ｋ２Ｃ
Ｏ３、Ｒｂ２ＣＯ３、ＮａＯＨ、ＣｓＦなどのような適切な塩基の存在下で使用する。そ
のような反応は、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、水、ジメトキ
シエタン、１，４－ジオキサン、テトラヒドロフランなど、及びそれらの混合物のような
溶媒中において、約２０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約２４時間の範囲の時間、実
施できる。
【００７４】
　[0054]方法Ａのステップ“ｂ”に従って、式１の化合物は、式３の適切な有機金属誘導
体、例えば有機ホウ素、有機スズなどに変換できる。一態様において、有機金属が使用さ
れる。該有機金属は、式１の化合物をビス（ピナコラト）ジボロン、ピナコールボランな
どのような適切なホウ素化合物と、酢酸パラジウム（Ｐｄ（ＯＡｃ）２）、１，１’－ビ
ス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン－パラジウム（II）ジクロリドジクロロメタン錯
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体（Ｐｄ（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２）又はＰｄ（ＣＨ３ＣＮ）２Ｃｌ２のような
適切なパラジウム触媒及びＫＯＡｃ、トリエチルアミンなどのような適切な塩基の存在下
、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ジメトキシエタン、１，４－
ジオキサン、テトラヒドロフラン、トルエンなどのような溶媒中において、約２０℃～還
流の範囲の温度で約３０分～約２４時間の範囲の時間、反応させることによって得られる
有機ホウ素化合物でありうる。
【００７５】
　[0055]方法Ａのステップ“ｃ”に従って、式３の有機金属誘導体を、式Ｒ４Ｌ’の適切
な求電子試薬、例えばアリールハライド又はトリフルオロメタンスルホネート（トリフレ
ート）、メタンスルホネート（メシレート）又はｐ－トルエンスルホネート（トシレート
）と、パラジウム（テトラキスフェニル）ホスフィンのようなパラジウム又はニッケル系
の触媒及びＣｓ２ＣＯ３、Ｋ２ＣＯ３、Ｒｂ２ＣＯ３、ＮａＯＨ、ＣｓＦなどのような適
切な塩基の存在下でクロスカップリングさせ、式２の化合物を得る。そのような反応は、
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、水、ジメトキシエタン、１，４
－ジオキサン、テトラヒドロフランなど、及びそれらの混合物のような溶媒中において、
約２０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約２４時間の範囲の時間、実施できる。
【００７６】
　[0056]方法Ａのステップ“ｄ” に従って（これはＲ２９がＰＧ２の場合に適用される
）、保護基ＰＧ２の除去は、保護基の性質に応じていくつかの方法で達成できる。例えば
、ＰＧ２がテトラヒドロピラニル基の場合、式２の化合物から式４Ａの化合物への変換は
、ｐ－トルエンスルホン酸又は塩酸のような酸を使用し、メタノール又はエタノール中で
達成できる。前記保護基がｐ－メトキシベンジル又はトリチルの場合、式２の化合物から
式４Ａの化合物への変換は、トリフルオロ酢酸のような強酸を使用し、ジクロロメタンの
ような適切な共溶媒中において２０℃～還流又はそれ以上の範囲の温度で（ただし、反応
が密封バイアル中で実施され、例えばマイクロ波オーブンで加熱されるならば）、３０分
～約２４時間の範囲の時間で達成できる。
【００７７】
　[0057]方法Ａのステップ“ｅ” に従って、式４ＡのＮ－非置換ピラゾールからＲ２９
が－（ＣＨ２）ｍＲ１である式２の化合物への変換は、式Ｌ－（ＣＨ２）ｍＲ１の化合物
を用いて達成できる。ＬがＯＨの場合、よく知られた光延（ミツノブ）条件を使用できる
。その場合、反応は、ジアルキルアゾジカルボキシレート、例えばジエチルアゾジカルボ
キシレート（ＤＥＡＤ）、ジイソプロピルアゾジカルボキシレート（ＤＩＡＤ）などを、
トリアルキル又はトリアリールホスフィン、好ましくはトリフェニルホスフィンの存在下
、テトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン、又はアセトニ
トリルのような適切な溶媒中で使用して達成できる。Ｌが、任意に活性化されると脱離基
として働きうる基、例えばハロゲン原子、トシレート、メシレート、トリフレートなどの
場合、変換は、ＮａＨ、Ｋ２ＣＯ３、Ｃｓ２ＣＯ３、ＮａＯＨ、１，８－ジアザビシクロ
［５．４．０］－ウンデカ－７－エン（ＤＢＵ）、リチウムビス（トリメチルシリル）ア
ミド（ＬｉＨＭＤＳ）などのような適切な塩基を用い、ジクロロメタン、テトラヒドロフ
ラン、１，４－ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン、メタノール、エタノール、イソ
プロパノール、アセトニトリル、酢酸、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアセトアミド、ジメチルスルホキシドなどのような適切な溶媒中で達成できる。前記反
応は、約０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約４８時間の範囲の時間、実施できる。Ｌ
がボロン酸基－Ｂ（ＯＨ）２の場合、反応は通常、Ｎａ２ＣＯ３、Ｋ２ＣＯ３、Ｃｓ２Ｃ
Ｏ３などのような塩基、Ｃｕ（ＯＡｃ）２のような銅塩、及びさらに［２，２’］ビピリ
ジニルのような銅リガンドの存在下で実施される。その反応は、ジクロロエタン、ジクロ
ロメタンなどのような適切な溶媒中で実施され、約０℃～還流の範囲の温度で約３０分～
約４８時間の範囲の時間、実施できる。必要であれば、そのようにして得られた式２の化
合物は、シリカゲルクロマトグラフィー又は分取ＨＰＬＣによって分離及び精製できる。
【００７８】
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　[0058]方法Ａのステップ“ｆ” に従って（これはＲ２９が－（ＣＨ２）ｍＲ１及びＲ
３０がＳＯ２Ｐｈ（Ｒ２）（Ｒ３）の場合に適用される）、式（Ｉ）の化合物を得るため
の保護基ＰＧ１の除去は、保護基の性質に応じていくつかの方法で達成できる。例えば、
ＰＧ１がアセチル又はエトキシカルボニルの場合、保護基の除去は、塩基性条件下、例え
ばメタノール又はエタノール中でトリエチルアミン又はＮ，Ｎ－ジイソプロピルエチルア
ミン（ＤＩＰＥＡ）のような塩基を使用して、又は炭酸ナトリウム又はカリウム、水酸化
ナトリウム又はカリウムなどの無機塩基の水溶液を使用して達成できる。そのような反応
は、約０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約４８時間の範囲の時間、実施できる。ＰＧ

１がＢＯＣ、ＭＯＭ、ＭＥＭなどのような基の場合、脱保護反応は、酸性条件下、例えば
１，４－ジオキサン、ジメトキシエタンなどのような溶媒中で塩酸を使用して、又は水、
ジクロロメタンなどのような溶媒中でトリフルオロ酢酸を使用して実施できる。前記反応
は、約０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約４８時間の範囲の時間、実施できる。その
ような基がベンジルオキシカルボニルの場合、脱保護反応は、適切な水素化触媒の存在下
、Ｈ２を使用して実施できる。水素化触媒は、通常、金属、ほとんどの場合パラジウムで
ある。これは、そのまま又は炭素上に担持させて、テトラヒドロフラン、１，４－ジオキ
サン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、メタノール、酢酸エチル、及びそれらの混合物の
ような適切な溶媒中で使用することができる。
【００７９】
　[0059]方法Ａのステップ“ｇ” に従って（これはＲ２９が－（ＣＨ２）ｍＲ１で、Ｒ
３０が水素の場合に適用される）、式５Ａの化合物を得るための保護基ＰＧ１の除去は、
方法Ａのステップ“ｆ”において記載したように、保護基の性質に応じていくつかの方法
で達成できる。
【００８０】
　[0060]方法Ａのステップ“ｈ” に従って、式５Ａの化合物は、ピリジン、Ｎ－メチル
モルホリン、又はＤＩＰＥＡのような適切な塩基の存在下、ピリジン、ジクロロメタン又
はテトラヒドロフランのような適切な溶媒中において約０℃～還流の範囲の温度で約１時
間～約７日間までの様々な時間、適切な塩化スルホニルとの反応によって、式（Ｉ）の化
合物に変換できる。
【００８１】
　方法Ｂ
【００８２】
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【化９】

【００８３】
　[0061]上記スキームにおいて、ｍ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ２９、Ｒ３０及びＰＧ

１は上記定義の通りであり、Ｒ１５’は上記定義のＲ１５の通りであるが、ハロゲンは含
まない。
【００８４】
　[0062]方法Ｂに記載されている式ＩＢの化合物を製造するための合成プロセスを参照す
る。ステップ“ａ”で、式１の化合物をトリメチルシリルアセチレンとの薗頭（ソノガシ
ラ）型反応に付し、式６の中間体を形成する。ステップ“ｂ”で、後者の脱シリル化後、
ステップ“ｃ”で実施される中間体アルキンの水和により、式８の化合物を得る。あるい
は、ステップ“ｄ”で、式１の化合物を、適切なエノールエーテル又はエノールエーテル
有機金属誘導体とのクロスカップリングとその後のエノールエーテル中間体の加水分解と
を含む二連続ステップによって式８の化合物に変換する。
【００８５】
　[0063]式８の化合物は、代替的に、ステップ“ｅ”に従って、式９の化合物の古典的フ
リーデル・クラフツ条件下でのアシル化によって製造することもできる。ステップ“ｆ”
で、式８の化合物は、式１０のエナミノン誘導体に変換される。これを、ステップ“ｇ”
で適切なグアニジン又はアミジン誘導体又はＳ－アルキルイソチオウレア誘導体と縮合し
て、式２Ｂの化合物を得る。式２Ｂの化合物においてＲ２９がＰＧ２の場合、保護基をス
テップ“ｈ”に従って除去し、式４Ｂの化合物を形成させる。そしてステップ“ｉ”で、
そのような式４Ｂの化合物を、Ｒ２９が－（ＣＨ２）ｍＲ１である式２Ｂの化合物に戻す
。そのような基の導入は、通常、適切なアルキル化剤Ｌ－（ＣＨ２）ｍＲ１［式中、Ｌは
上記定義の通り］を用いたＮ－アルキル化を通じて達成される。後者の反応は位置異性体
の混合物をもたらしうるので、そこから所望の異性体をシリカゲルクロマトグラフィー又
は分取ＨＰＬＣのような公知方法によって精製する。ステップ“ｋ”で、Ｒ２９が－（Ｃ
Ｈ２）ｍＲ１で、Ｒ３０がＳＯ２Ｐｈ（Ｒ２）（Ｒ３）である式２Ｂの化合物を、保護基
ＰＧ１を除去することによって式（Ｉ）Ｂの化合物に変換する。あるいは、式２Ｂの化合
物においてＲ２９が－（ＣＨ２）ｍＲ１で、Ｒ３０が水素の場合、ステップ“ｊ”による
保護基の除去は、一般式５Ｂの化合物をもたらす。これをステップ“ｌ”で適切な塩化ス
ルホニルとの反応によって一般式（Ｉ）Ｂの化合物に変換する。
【００８６】
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　[0064]方法Ｂのステップ“ａ”に従って、式１の化合物を、ビス（トリフェニルホスフ
ィン）パラジウム（II）ジクロリド（ＰｄＣｌ２（ＰＰｈ３）２）、テトラキス（トリフ
ェニルホスフィン）パラジウム（Ｐｄ（ＰＰｈ３）４）などのような適切なパラジウム触
媒及びＣｕＩのような適切な銅触媒の存在下で、トリメチルシリルアセチレンと反応させ
る。前記反応は、トリエチルアミン、ジエチルアミン、ジイソプロピルアミンなどのよう
な適切な塩基の存在下、任意にトリフェニルホスフィンのようなホスフィンリガンドの存
在下で実施される。反応は、通常、約－２０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約４８時
間の範囲の時間、実施される。
【００８７】
　[0065]方法Ｂのステップ“ｂ”に従って、トリメチルシリル基を、メタノール、エタノ
ールなどのような溶媒中でＫＯＨ、ＮａＯＨ、Ｋ２ＣＯ３のような塩基を使用して、又は
テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどのような溶
媒中でＫＦ、ｎ－Ｂｕ４ＮＦのような適切なフッ化物塩を使用して、除去する。
【００８８】
　[0066]方法Ｂのステップ“ｃ”に従って、式８の化合物を得るための式７のアルキンの
水和は、アセトニトリル、１，４－ジオキサン、エタノールなどのような適切な水性溶媒
中で、例えば、酢酸、トリフルオロ酢酸、トリフルオロメタンスルホン酸、水銀トリフラ
ート(mercuric triflate)（Ｈｇ（ＯＴｆ）２）、ＮａＨＳＯ３などを用いて達成される
。
【００８９】
　[0067]方法Ｂのステップ“ｄ”に従って、式１の化合物を１－エトキシビニルトリ－ｎ
－ブチルスズのような適切なエノールエーテル有機金属誘導体とクロスカップリングさせ
、次いで該エノールエーテル中間体を加水分解する。クロスカップリングは、トリス（ジ
ベンジリデンアセトン）ジパラジウム（０）（Ｐｄ２（ｄｂａ）３）、Ｐｄ（ＯＡｃ）２

、ＰｄＣｌ２（ＰＰｈ３）２、Ｐｄ（ＰＰｈ３）４などのような適切なパラジウム触媒、
及びトリエチルアミン、ジエチルアミン、ジイソプロピルアミン又はＣｓＦなどのような
適切な塩基の存在下、任意にトリフェニルホスフィン、トリトリルホスフィンなどのよう
なホスフィンリガンドの存在下で実施される。得られたエノールエーテルの加水分解は、
通常、アセトニトリル、１，４－ジオキサン、エタノールなどのような適切な水性溶媒中
で、例えば塩酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、トリフルオロメタンスルホン酸などを用い、
酸性条件下で実施される。
【００９０】
　[0068]方法Ｂのステップ“ｅ”に従って、式８の化合物は、式９の化合物から出発して
、三塩化アルミニウム、塩化スズなどのような適切なルイス酸の存在下、塩化アセチル又
は無水酢酸のような適切な求電子試薬との反応によって製造することができる。そのよう
な反応は、通常、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジクロロエタン、四塩化炭素などのよう
な溶媒中、約－７０℃～還流の範囲の温度で実施される。
【００９１】
　[0069]方法Ｂのステップ“ｆ”に従って、式１０のエナミノン誘導体の合成は、Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミドジアルキルアセタール、例えばＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミドジ
メチルアセタール、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドジｔｅｒｔブチルアセタールなどを用
い、テトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン、アセトニト
リル、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのような適切
な溶媒中において約０℃～還流の範囲の温度及び約３０分～約２４時間の範囲の時間で達
成される。
【００９２】
　[0070]方法Ｂのステップ“ｇ”に従って、式２Ｂの化合物を形成するための式１０の化
合物と式１３の化合物との縮合は、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルア
セトアミド、水、テトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、ジメトキシエタン、アセト
ニトリル、エタノール、イソプロパノール及びそれらの混合物のような溶媒を用い、任意
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にナトリウムエトキシド、ナトリウムメトキシド、Ｋ２ＣＯ３、ＮａＯＨ、ＤＢＵなどの
ような適切な塩基の存在下、約２０℃～還流の範囲の温度及び約３０分～約４８時間の範
囲の時間で達成される。
【００９３】
　[0071]方法Ｂのステップ“ｈ”に従って、式２Ｂの化合物から式４Ｂの化合物への変換
は、方法Ａのステップ“ｄ”で記載したようにして達成される。
【００９４】
　[0072]方法Ｂのステップ“ｉ”に従って、式４Ｂの化合物から式２Ｂの別の化合物への
変換は、方法Ａのステップ“ｅ”で記載したようにして達成される。
【００９５】
　[0073]方法Ｂのステップ“ｋ”に従って、式２Ｂの化合物から式（Ｉ）Ｂの化合物への
変換は、方法Ａのステップ“ｆ”で記載したようにして達成される。
【００９６】
　[0074]方法Ｂのステップ“ｊ”に従って、式２Ｂの化合物から式５Ｂの化合物への変換
は、方法Ａのステップ“ｇ”で記載したようにして達成される。
【００９７】
　[0075]方法Ｂのステップ“ｌ”に従って、式５Ｂの化合物から式（Ｉ）Ｂの化合物への
変換は、方法Ａのステップ“ｈ”で記載したようにして達成される。
【００９８】
　[0076]一般的合成プロセスにおいて、一般式１及び９の中間体化合物は、以下に示す方
法Ｃに従って式１４の化合物から出発して製造される。
【００９９】
　方法Ｃ
【０１００】
【化１０】

【０１０１】
　[0077]上記スキームにおいて、ｍ、Ｒ１、Ｒ２９、Ｒ３０、ＰＧ１、ＰＧ２、Ｌ及びＭ
は上記定義の通りである。
【０１０２】
　[0078]方法Ｃに記載されている一般式１及び９の化合物を製造するための合成プロセス
を参照する。ステップ“ａ”で式１４の化合物を、一般式１９の適切な有機金属誘導体と
のクロスカップリング反応によって式９の化合物に変換する。ステップ“ｈ”に従って、
化合物９のハロゲン化により一般式１の化合物を得る。ステップ“ｂ”に従って、式１４
の化合物を、適切なエノールエーテル有機金属誘導体とのクロスカップリングとその後の
エノールエーテル中間体の加水分解とを含む二連続ステップによって式１５の化合物に変
換する。ステップ“ｃ”で式１５の化合物を式１６のエナミノン誘導体に変換し、これを
ステップ“ｄ”でヒドラジンと縮合して式１７のピラゾールを形成させる。後者は、式９
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の化合物から、Ｒ２９がＰＧ２の場合、ステップ“ｅ”に従って保護基ＰＧ２を除去する
ことによって得ることもできる。ステップ“ｆ”で、一般式１７の化合物をＲ２９が－（
ＣＨ２）ｍＲ１である式９の化合物に戻す。そのような基の導入は、通常、適切なアルキ
ル化剤Ｌ－（ＣＨ２）ｍＲ１［式中、Ｌは上記定義の通り］を用いたＮ－アルキル化を通
じて達成される。後者の反応は位置異性体の混合物をもたらしうるので、そこから所望の
異性体をシリカゲルクロマトグラフィー又は分取ＨＰＬＣのような公知方法によって精製
する。ステップ“ｇ”に従って、化合物１７のハロゲン化により一般式１８の化合物を得
る。後者は、式１の化合物から、Ｒ２９がＰＧ２の場合、ステップ“ｉ”に従って保護基
ＰＧ２を除去することによって得ることもできる。ステップ“ｋ”で一般式１８の化合物
は、Ｒ２９が－（ＣＨ２）ｍＲ１である式１の化合物に戻される。そのような基の導入は
、通常、適切なアルキル化剤Ｌ－（ＣＨ２）ｍＲ１［式中、Ｌは上記定義の通り］を用い
たＮ－アルキル化を通じて達成される。後者の反応は位置異性体の混合物をもたらしうる
ので、そこから所望の異性体をシリカゲルクロマトグラフィー又は分取ＨＰＬＣのような
公知方法によって精製する。
【０１０３】
　[0079]方法Ｃのステップ“ａ”に従って、式１４の化合物を一般式１９の有機金属誘導
体、例えば有機ホウ素化合物とクロスカップリングさせる。そのような反応は当業者には
周知である。適切なボロン酸ピラゾリル誘導体を使用した場合、反応は、Ｐｄ（ＰＰｈ３

）４のようなパラジウム系触媒、及びＣｓ２ＣＯ３、Ｋ２ＣＯ３、Ｒｂ２ＣＯ３、ＮａＯ
Ｈ、ＣｓＦなどのような適切な塩基の存在下で実施できる。そのような反応は、Ｎ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、水、ジメトキシエタン、１，４－ジオキ
サン、テトラヒドロフランなど、及びそれらの混合物のような溶媒中において約２０℃～
還流の範囲の温度で約３０分～約２４時間の範囲の時間、実施できる。
【０１０４】
　[0080]方法Ｃのステップ“ｂ”に従って、式１４の化合物を１－エトキシビニルトリ－
ｎ－ブチルスズのような適切なエノールエーテル有機金属誘導体とクロスカップリングさ
せた後、エノールエーテル中間体を加水分解する。クロスカップリングは、Ｐｄ２（ｄｂ
ａ）３、Ｐｄ（ＯＡｃ）２、ＰｄＣｌ２（ＰＰｈ３）２、Ｐｄ（ＰＰｈ３）４などのよう
な適切なパラジウム触媒、及びトリエチルアミン、ジエチルアミン、ジイソプロピルアミ
ン又はＣｓＦなどのような適切な塩基の存在下、任意に、トリフェニルホスフィン、トリ
トリルホスフィンなどのようなホスフィンリガンドの存在下で実施される。得られたエノ
ールエーテルの加水分解は、通常、アセトニトリル、１，４－ジオキサン、エタノールな
どのような適切な水性溶媒中で、例えば塩酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、トリフルオロメ
タンスルホン酸などを用い、酸性条件下で実施される。
【０１０５】
　[0081]方法Ｃのステップ“ｃ”に従って、式１５の化合物から式１６の化合物への変換
は、方法Ｂのステップ“ｆ”で記載したようにして達成される。
【０１０６】
　[0082]方法Ｃのステップ“ｄ”に従って、式１６の化合物から式１７の化合物への変換
は、テトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン、メタノール
、エタノール、アセトニトリル、酢酸、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド及びそれらの混合
物のような適切な溶媒中において約０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約２４時間の範
囲の時間、ヒドラジンを使用することによって達成される。
【０１０７】
　[0083]方法Ｃのステップ“ｅ”に従って、式９の化合物から式１７の化合物への変換は
、方法Ａのステップ“ｄ”で記載したようにして達成される。
【０１０８】
　[0084]方法Ｃのステップ“ｆ”に従って、式１７の化合物から式９の別の化合物への変
換は、方法Ａのステップ“ｅ”で記載したようにして達成される。
【０１０９】
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　[0085]方法Ｃのステップ“ｇ”に従って、式１７の化合物から式１８の化合物への変換
は、いくつかのハロゲン化剤を用いて達成できる。一態様において、式１７の化合物は、
例えば、アセトニトリル、トルエン、ジクロロメタン又は水などのような溶媒中において
約－２０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約４８時間の範囲の時間、Ｎ－ブロモスクシ
ンアミドを使用して臭素化される。
【０１１０】
　[0086]方法Ｃのステップ“ｈ”に従って、式９の化合物から式１の化合物への変換は、
方法Ｃのステップ“ｇ”で記載したようにして達成される。
【０１１１】
　[0087]方法Ｃのステップ“ｉ”に従って、式１の化合物から式１８の化合物への変換は
、方法Ａのステップ“ｄ”で記載したようにして達成される。
【０１１２】
　[0088]方法Ｃのステップ“ｋ”に従って、式１８の化合物から式１の別の化合物への変
換は、方法Ａのステップ“ｅ”で記載したようにして達成される。
【０１１３】
　[0089]一般的合成プロセスにおいて、一般式１４Ａ及び１４Ｂの中間体化合物は、以下
に示す方法Ｄに従って式２０の化合物から出発して製造できる。
【０１１４】
　方法Ｄ
【０１１５】
【化１１】

【０１１６】
　[0090]上記スキームにおいて、ＰＧ１、Ｒ２及びＲ３は上記定義の通りである。
【０１１７】
　[0091]方法Ｄに記載されている一般式１４の化合物を製造するための合成プロセスを参
照する。ステップ“ａ”で式２０の化合物を保護し、式１４Ａの化合物を得る。ステップ
“ｂ”で、式２０の化合物を適切な塩化スルホニルと反応させて一般式２１の化合物を得
る。これをステップ“ｃ”で適切な保護基で保護し、式１４Ｂの化合物を得る。
【０１１８】
　[0092]方法Ｄのステップ“ａ”に従って、式２０のアニリン誘導体の保護は、保護基の
性質に応じて、当業者に周知のいくつかの方法で達成できる。例えば、保護は、ジクロロ
メタン、テトラヒドロフラン、ピリジンなどのような溶媒中、任意にトリエチルアミン、
ＤＩＰＥＡなどのような適切な塩基の存在下、約２０℃～還流の範囲の温度で約３０分～
約２４時間の範囲の時間、ジｔｅｒｔ－ブチルジカーボネート又はベンジルオキシカルボ
ニルクロリドを用いて実施できる。
【０１１９】
　[0093]方法Ｄのステップ“ｂ”に従って、式２０の化合物は、ピリジン、Ｎ－メチルモ
ルホリン、ＤＩＰＥＡ、又はエチルアミンのような適切な塩基の存在下、ピリジン、ジク
ロロメタン又はテトラヒドロフランのような適切な溶媒中において約０℃～還流の範囲の
温度で約１時間～約７日間までの様々な時間、適切な塩化スルホニルとの反応によって、
式２１の化合物に変換できる。そのような反応は、ジクロロメタン、トルエン、テトラヒ
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うな様々な溶媒を使用し、約０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約２４時間の範囲の時
間、実施できる。
【０１２０】
　[0094]方法Ｄのステップ“ｃ”に従って、一般式２１の化合物の保護は、保護基の性質
に応じて、当業者に周知のいくつかの方法で達成できる。例えば、保護は、ＭＥＭクロリ
ド又はＭＯＭクロリド（これらも現場製造できる）のような試薬を用いて実施できる。そ
のような反応は、通常、テトラヒドロフラン、ジクロロメタンなどのような溶媒中、ＤＩ
ＰＥＡのようなプロトン捕捉剤の存在下、約０℃～還流の範囲の温度で約１時間～約７日
間までの様々な時間、実施される。そのような保護は、テトラヒドロフラン、ジクロロメ
タンなどのような溶媒中、ＤＩＰＥＡのようなプロトン捕捉剤の存在下、約０℃～還流の
範囲の温度で約１時間～約７日間までの様々な時間、塩化アセチル又はエトキシカルボニ
ルクロリドなどのような試薬を用いて実施できる。
【０１２１】
　[0095]方法Ａ及び方法Ｂに従って製造された一般式２の化合物はさらに、当業者に周知
の手順に従って式２の別の化合物に変換することもできる。
【０１２２】
　[0096]方法Ａに従って製造された一般式２の化合物［式中、Ｒ３０はＳＯ２Ｐｈ（Ｒ２
）（Ｒ３）で、Ｒ４は式IVの基である｛式中、ＸはＣＨ基を表し、Ｒ１５は水素であるか
（式２Ａの化合物）、又はＲ１５はハロゲンである（式２Ｃの化合物）｝］はさらに、当
業者に周知の手順に従って一般式２の別の化合物に変換できる。例えば、そのような化合
物はさらに、以下に示す方法Ｅに従って式２Ｄ、２Ｅ、２Ｆ及び２Ｇの別の化合物に変換
できる。
【０１２３】
　方法Ｅ
【０１２４】
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【化１２】

【０１２５】
　[0097]上記スキームにおいて、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ１６、Ｒ１７、Ｒ１８、Ｒ１９、Ｒ２９
、ＰＧ１及びＨａｌは上記定義の通りである。
【０１２６】
　[0098]方法Ｅに記載されている式２Ｄ、２Ｅ、２Ｆ、及び２Ｇの化合物を製造するため
の合成プロセスを参照する。ステップ“ａ”で、式２Ａの化合物のピリジン窒素を酸化し
て、式２２のＮ－オキシド誘導体を形成する。ステップ“ｂ”、“ｃ”及び“ｄ”で、後
者とトシル無水物のような適切な求電子種との、第二級アミン（ＮＨＲ１６Ｒ１７）、第
一級アミン（ＮＨ２Ｒ１６）、又はシアニド源（ＣＮ－）のような適切な求核試薬の存在
下での反応又は反応後それらによる処理によって、それぞれ式２Ｆ、２Ｇ及び２Ｄの化合
物を得る。あるいは、それぞれステップ“ｂ１”及び“ｃ１”で、式２Ｃの化合物を第二
級アミン（ＮＨＲ１６Ｒ１７）又は第一級アミン（ＮＨ２Ｒ１６）のような適切な求核試
薬と反応させて、それぞれ式２Ｆ及び２Ｇの化合物を得る。任意に、ステップ“ｅ”で、
Ｒ１６がｔ－ブチル基、ベンジル基などを表す場合、該基を、例えば酸による処理又は還
元条件下で除去し、式（Ｉ）Ａの化合物を得ることもできる。ステップ“ｆ”で、式２Ｄ
の化合物をさらに加水分解して一般式２Ｅの別の化合物にすることもできる。次に、後者
をステップ“ｇ”で適切なアミンと縮合させて式２１の化合物を形成させる。
【０１２７】
　[0099]方法Ｅのステップ“ａ”に従って、ピリジン窒素の酸化は、当業者に周知の酸化
剤、例えば酢酸又はｍ－クロロ過安息香酸のような溶媒中の過酸化水素を、ジクロロメタ
ン、アセトン、テトラヒドロフランなどのような溶媒中において約０℃～還流の範囲の温
度で約３０分～約４８時間の範囲の時間使用して実施できる。
【０１２８】
　[00100]方法Ｅのステップ“ｂ”及び“ｃ”に従って、式２２の化合物から式２Ｆ及び
２Ｇの化合物への変換は、ピリジンＮ－オキシドを活性化し、それを第二級又は第一級ア
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ミンと反応させることによって達成される。活性化は通常、塩化オキサリル、トリフルオ
ロメタンスルホニルクロリド、塩化トシル、塩化ホスホリル（ＰＯＣｌ３）、塩化ベンゾ
イル、無水酢酸、トシル無水物などのような適切な求電子試薬を、ジクロロメタン、テト
ラヒドロフラン、アセトニトリル、トルエン、トリフルオロメチルベンゼンなどのような
溶媒中で使用して実施される。一部の態様において、トリフルオロメチルベンゼン中トシ
ル無水物が使用される。反応は通常、第二級又は第一級アミンの存在下で実施され、約２
０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約４８時間の範囲の時間実施されうる。
【０１２９】
　[00101]方法Ｅのステップ“ｄ”に従って、式２２の化合物から式２Ｄの化合物への変
換は、ピリジンＮ－オキシドを活性化し、それをシアン化剤(cyanating agent)と反応さ
せることによって達成される。活性化は通常、塩化オキサリル、トリフルオロメタンスル
ホニルクロリド、塩化トシル、塩化ホスホリル（ＰＯＣｌ３）、塩化ベンゾイル、無水酢
酸、トシル無水物などのような適切な求電子試薬を、ジクロロメタン、テトラヒドロフラ
ン、アセトニトリル、トルエン、トリフルオロメチルベンゼンなどのような溶媒中で使用
して実施される。一部の態様において、トリフルオロメチルベンゼン中トシル無水物が使
用される。反応は、トリメチルシリルシアニドのようなシアン化剤の存在下で実施でき、
約２０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約４８時間の範囲の時間実施されうる。
【０１３０】
　[00102]方法Ｅのステップ“ｂ１”及び“ｃ１”に従って、式２Ｃの化合物から式２Ｆ
及び２Ｇの化合物への変換は、それを、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ジクロロメタン、テト
ラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、エタノールなどのような溶媒中において任意にＫ

２ＣＯ３、ＮａＯＨ、又はトリエチルアミンのような適切な塩基の存在下、約２０℃～還
流の範囲の温度で約３０分～約４８時間の範囲の時間、第二級又は第一級アミンと反応さ
せることによって達成される。
【０１３１】
　[00103]方法Ｅのステップ“ｅ”に従って、ｔ－ブチルアミン又はベンジルアミンのよ
うな第一級アミンが方法Ｅのステップ“ｃ”又はステップ“ｃ１”で使用された場合、そ
のようなアミンのアルキル残基を除去すれば、一般式（Ｉ）Ａの化合物を得ることができ
る。反応は通常、トリフルオロ酢酸のような強酸を、任意にジクロロメタン又は水のよう
な適切な共溶媒の存在下、約２０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約４８時間の範囲の
時間使用して実施される。あるいは、反応は、適切な水素化触媒の存在下、Ｈ２のような
還元条件を用いて実施される。水素化触媒は、通常、パラジウムのような金属である。こ
れは、そのまま又は炭素上に担持させて、テトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、Ｎ
，Ｎ－ジメチルホルムアミド、メタノール、酢酸エチル、及びそれらの混合物のような適
切な溶媒中で使用することができる。
【０１３２】
　[00104]方法Ｅのステップ“ｆ”に従って、式２Ｄの化合物を式２Ｅのカルボン酸誘導
体に変換する。反応は、例えば水酸化ナトリウム水溶液又は塩酸水溶液などを使用して塩
基性又は酸性条件下で、約０℃～還流の範囲の温度で適切な時間、例えば約３０分～約９
６時間、実施できる。
【０１３３】
　[00105]方法Ｅのステップ“ｇ”に従って、式２Ｅの化合物を適切なアミンとの縮合に
よって式２１のアミドに変換する。当業者には明白なことであるが、この反応は、カルボ
キサミドの製造に関して当該技術分野で広く知られている様々な方法及び操作条件で達成
できる。例として、反応は、２－（１Ｈ－ベンゾトリアゾール－１－イル）－１，１，３
，３－テトラメチルウロニウムテトラフルオロボレート（ＴＢＴＵ）、１，３－ジシクロ
ヘキシルカルボジイミド、１，３－ジイソプロピルカルボジイミド、１－（３－ジメチル
アミノプロピル）－３－エチルカルボジイミド、Ｎ－シクロヘキシルカルボジイミド－Ｎ
’－プロピルオキシメチルポリスチレン又はＮ－シクロヘキシルカルボジイミド－Ｎ’－
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メチルポリスチレンのようなカップリング剤の存在下、ジクロロメタン、クロロホルム、
テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、１，４－ジオキサン、アセトニトリル、トルエ
ン、又はＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミドのような適切な溶媒中において約－１０℃～還流
の範囲の温度で適切な時間、例えば約３０分～約９６時間、実施できる。前記反応は、任
意に、適切な触媒、例えば４－ジメチルアミノピリジンの存在下、又はＮ－ヒドロキシベ
ンゾトリアゾールのような更なるカップリング剤の存在下で実施される。あるいは、この
同じ反応は、例えば、エチル、イソブチル、又はイソプロピルクロロホルメートのような
アルキルクロロホルメートを、トリエチルアミン、ＤＩＰＥＡ又はピリジンのような第三
級塩基の存在下、トルエン、ジクロロメタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、アセ
トニトリル、ジエチルエーテル、１，４－ジオキサン、又はＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミ
ドのような適切な溶媒中において約－３０℃～室温の範囲の温度で使用することによって
、混合無水物法を通じても実施される。
【０１３４】
　[00106]方法Ａ及び方法Ｂに従って製造された一般式２の化合物はさらに、当業者に周
知の手順に従って式２の別の化合物に変換することもできる。
【０１３５】
　[00107]例えば、Ｒ４が式IV［式中、Ｘは窒素原子を表し、Ｒ１５はチオメチルである
か（式２Ｊの化合物）、又はＲ１５はハロゲンである（式２Ｍの化合物）］によって表さ
れる基の場合、それらの化合物は、以下に示す方法Ｆに従って式２Ｋ、２Ｌ、２Ｎ及び２
Ｐの別の化合物に変換できる。
【０１３６】
　方法Ｆ
【０１３７】
【化１３】

【０１３８】
　[00108]上記スキームにおいて、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ１６、Ｒ１７、Ｒ２９、ＰＧ１及びＨ
ａｌは上記定義の通りである。
【０１３９】
　[00109]方法Ｆに記載されている式２Ｋ、２Ｌ、２Ｎ、及び２Ｐの化合物を製造するた
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めの合成プロセスを参照する。ステップ“ａ”で式２Ｊの化合物と酸化剤との反応によっ
て式２Ｋのスルホニル誘導体を得、これを次に適切な求核試薬で処理する。ステップ“ｂ
”において、そのような求核試薬は第二級アミンであり、一般式２Ｌの化合物を得る。ス
テップ“ｃ”において、そのような求核試薬は第一級アミンであり、一般式２Ｎの化合物
を得る。ステップ“ｄ”において、そのような求核試薬は酢酸アンモニウムのようなアン
モニア等価物(ammonia equivalent)であり、一般式２Ｐの化合物を得る。あるいは、ステ
ップ“ｂ１”、“ｃ１”及び“ｄ１”で、式２Ｍの化合物を第二級アミン、第一級アミン
又は酢酸アンモニウムのようなアンモニア等価物などの適切な求核試薬と反応させて、そ
れぞれ式２Ｌ、２Ｎ又は２Ｐの化合物を得る。任意に、ステップ“ｅ”で、Ｒ１６がｔ－
ブチル基、ベンジル基などを表す場合、前記基を、例えば酸による処理又は還元条件下で
除去し、式２Ｐの化合物を得ることもできる。
【０１４０】
　[00110]方法Ｆのステップ“ａ”に従って、チオメチル基の酸化は、当業者に周知の酸
化剤、例えば、任意に共溶媒として水の存在下、テトラヒドロフラン、１，４－ジオキサ
ン、アセトンのような適切な溶媒中のオキソン、又はジクロロメタン、アセトン、テトラ
ヒドロフランなどのような溶媒中のｍ－クロロ過安息香酸を約０℃～還流の範囲の温度で
約３０分～約４８時間の範囲の時間使用して実施される。
【０１４１】
　[00111]方法Ｆのステップ“ｂ”及び“ｂ１”に従って、式２Ｋ又は２Ｍの化合物から
式２Ｌの化合物への変換は、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトア
ミド、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ジクロロメタン、テトラヒドロフ
ラン、１，４－ジオキサン、エタノールなどのような溶媒中、任意にＫ２ＣＯ３、ＮａＯ
Ｈ、トリエチルアミンのような適切な塩基の存在下、約２０℃～還流の範囲の温度で約３
０分～約４８時間の範囲の時間、式Ｒ１６Ｒ１７ＮＨの第二級アミンを使用して実施され
る。
【０１４２】
　[00112]方法Ｆのステップ“ｃ”及び“ｃ１”に従って、式２Ｋ又は２Ｍの化合物から
式２Ｎの化合物への変換は、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトア
ミド、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ジクロロメタン、テトラヒドロフ
ラン、１，４－ジオキサン、エタノールなどのような溶媒中、任意にＫ２ＣＯ３、ＮａＯ
Ｈ、トリエチルアミンのような適切な塩基の存在下、約２０℃～還流の範囲の温度で約３
０分～約４８時間の範囲の時間、式Ｒ１６ＮＨ２の第一級アミンを使用して実施される。
【０１４３】
　[00113]方法Ｆのステップ“ｄ”及び“ｄ１”に従って、式２Ｋ又は２Ｍの化合物から
化合物２Ｐの形成は、ジクロロメタン、エタノールなどのような適切な溶媒中のアンモニ
ア溶液、又はＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチ
ルピロリドン、ジメチルスルホキシドなどのような溶媒中のアンモニウム塩、例えば酢酸
アンモニウムを、約２０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約４８時間の範囲の時間使用
して達成される。
【０１４４】
　[00114]方法Ｆのステップ“ｅ”に従って、ｔ－ブチルアミン又はベンジルアミンのよ
うな第一級アミンが方法Ｆのステップ “ｃ”又はステップ“ｃ１”で使用された場合、
そのようなアミンのアルキル残基を除去すれば、一般式２Ｐの化合物を得ることができる
。反応は、トリフルオロ酢酸のような強酸を、任意にジクロロメタン又は水のような適切
な共溶媒の存在下、約２０℃～還流の範囲の温度で約３０分～約４８時間の範囲の時間使
用して実施できる。あるいは、反応は、適切な水素化触媒の存在下、Ｈ２のような還元条
件を用いて実施される。水素化触媒は、通常、金属、ほとんどの場合パラジウムである。
これは、そのまま又は炭素上に担持させて、テトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、メタノール、酢酸エチル、及びそれらの混合物のような
適切な溶媒中で使用することができる。
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【０１４５】
　[00115]プロセスのいずれかの変形に従って式（Ｉ）の化合物を製造する場合、出発材
料、試薬、又はその中間体の中にある、そして望まざる副反応を引き起こしかねない任意
の官能基は、従来技術に従って適切に保護される必要がある。
【０１４６】
　[00116]これらのプロセスの出発材料は、いずれの可能な変形も、それらのいずれの反
応物も包括的に含み、公知化合物であり、それ自体市販されていない場合、周知の方法に
従って製造できる。
【０１４７】
　薬理学
　アッセイ
　インビトロ細胞増殖アッセイ
　[00117]指数増殖中のヒト黒色腫細胞Ａ３７５（変異Ｂ－ＲＡＦを有する）及びヒト黒
色腫細胞Ｍｅｗｏ（野生型Ｂ－Ｒａｆを有する）を播種し、加湿された５％ＣＯ２雰囲気
下３７℃でインキュベートした。２４時間後、スカラー用量(scalar doses)の化合物を培
地に加え、細胞を７２時間インキュベートした。処理終了時、細胞を洗浄し、計数した。
細胞数は、細胞アデノシン三リン酸モニターシステムによって決定された。細胞増殖を対
照細胞と比較し、細胞増殖を５０％阻害する濃度を計算した。
【０１４８】
　ｐ－ＭＡＰＫ（Ｔ２０２／Ｙ２０４）アレイスキャンアッセイ
　[00118]変異Ｂ－ＲＡＦを有するＡ３７５ヒト黒色腫細胞を３８４ウェルのポリリシン
被覆プレート（Ｍａｔｒｉｘ）に、１０％ＦＣＳを補充した適切な培地と共に１０００細
胞／ウェルの密度で播種し、１６～２４時間インキュベートした。細胞を漸増用量の化合
物（開始用量１０μＭ、希釈係数２．５）で１．５又は２時間処理した。処理終了時、細
胞をｐ－ホルムアルデヒド３．７％で１５～３０分間固定した後、Ｄ－ＰＢＳで２回洗浄
し（８０μｌ／ウェル）、０．１％　Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００及び１％　ＢＳＡ（Ｓｉ
ｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）を含有するＤ－ＰＢＳで１５分間室温で透過処理した（染色液
）。１：１００に希釈された抗ホスホＭＡＰＫ（Ｔ２０２／Ｙ２０４）モノクローナル抗
体　Ｅ１０（Ｃｅｌｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ，ｃａｔ．番号９１０６）を染色液に加え、
３７℃で１時間インキュベートした。一次抗体溶液の除去後、２μｇ／ｍｌのＤＡＰＩを
含有する染色液中で１：５００に希釈された抗マウスＣｙ（登録商標）２－結合（Ｇｒｅ
ｅｎ）二次抗体（Ａｍｅｒｓｈａｍ）を加えた。プレートを３７℃で１時間インキュベー
トし、２回洗浄した後、ＣｅｌｌｏｍｉｃｓのＡｒｒａｙＳｃａｎ　ＶＴＩ（４フィール
ド／ウェル、ＣｙｔｏＮｕｃＴｒａｎｓアルゴリズム）を用いて読み取った。
【０１４９】
　[00119]ｐ－ＭＡＰＫ染色に伴う平均細胞質蛍光強度を測定するパラメーター“ＭＥＡ
Ｎ＿ＲｉｎｇＡｖｇＩｎｔｅｎＣｈ２”を最終結果として報告する。
【０１５０】
　[00120]キナーゼを構成的に活性化するＢ－ＲＡＦ変異は、ほとんどの黒色腫と結腸直
腸がん及び甲状腺乳頭がんの大部分で確認された。活性化されたＢ－ＲＡＦを有する細胞
の増殖は、厳密にＢ－ＲＡＦ活性に依存する。
【０１５１】
　[00121]式（Ｉ）によるいくつかの化合物を試験した。結果を以下の表１に示す。これ
らの結果から明らかなように、式（Ｉ）の化合物は細胞増殖の抑制に顕著な活性を有し、
変異Ｂ－Ｒａｆを有する細胞系（Ａ３７５）に対して、野生型Ｂ－Ｒａｆを有する細胞系
（Ｍｅｗｏ）に対するよりも強力な、０．０３０μＭ未満のＩＣ５０値を有している。
【０１５２】
　[00122]同じ表に、アレイスキャンアッセイで式（Ｉ）の化合物について得られたデー
タも報告されており、式（Ｉ）の化合物が、変異Ｂ－ＲＡＦを有するＡ３７５細胞系にお
いてＢ－ＲＡＦ活性によって制御されているシグナル伝達経路を阻害する能力も示されて
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いる。ＩＣ５０値は常に０．０３０μＭ未満で、同じ細胞系に対する増殖アッセイで得ら
れたＩＣ５０値と一致しており、化合物の抗増殖活性は、Ｂ－ＲＡＦ活性の阻害によるも
のであることが確認された。
【０１５３】
【表１－１】

【０１５４】
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【０１５５】
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【表１－３】

【０１５６】
　[00123]参照化合物（すなわち、ＷＯ２０１０／０１０１５４の化合物番号６０に相当
する特許請求されていない化合物）は、本化合物と比較すると、少なくとも４倍低い（０
．０８４）抗増殖活性しか示さなかったことに注意する。
【０１５７】
　[00124]上記すべてのことから、式（Ｉ）の新規化合物は、がんなどのプロテインキナ
ーゼ活性調節異常によって引き起こされる疾患の療法に特に有益であるように思われる。
【０１５８】
　[00125]本明細書中に開示された化合物は、単剤として、又は代替的に公知の抗がん治
療と組み合わせて投与することができる。公知の抗がん治療とは、例えば、抗エストロゲ
ン、抗アンドロゲン及びアロマターゼ阻害薬のような抗ホルモン剤、トポイソメラーゼＩ
阻害薬、トポイソメラーゼII阻害薬、微小管を標的とする薬剤、プラチン系薬剤、アルキ
ル化薬、ＤＮＡ損傷又は挿入剤、抗新生物性代謝拮抗剤、その他のキナーゼ阻害薬、その
他の血管新生阻害薬、キネシン阻害薬、治療的モノクローナル抗体、ｍＴＯＲ阻害薬、ヒ
ストンデアセチラーゼ阻害薬、ファルネシルトランスフェラーゼ阻害薬、及び低酸素応答
阻害薬を併用した放射線療法又は化学療法計画などである。
【０１５９】
　[00126]多剤混合薬(fixed dose)として製剤化される場合、そのような組合せ製品は、
下記用量範囲内の本明細書中に開示された化合物及び認可用量範囲内のその他の薬学的活
性薬を使用する。
【０１６０】
　[00127]組合せ製剤が不適切な場合、式（Ｉ）の化合物は公知抗がん剤と逐次的に使用
することができる。
【０１６１】
　[00128]本明細書中に開示されている式（Ｉ）の化合物は、哺乳動物、例えばヒトへの
投与に適切であり得、通常の経路、例えば経口、静脈内、局所、経粘膜などの経路によっ
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て投与でき、用量レベルは、患者の年齢、体重、及び状態、並びに投与経路に依存する。
【０１６２】
　[00129]例えば、式（Ｉ）の化合物の経口投与に採用される適切な用量は、１～５００
ｍｇ／ｋｇを含む。一部の態様において、用量は５～１００ｍｇ／ｋｇである。
【０１６３】
　[00130]本明細書中に開示されている化合物は、様々な剤形で投与できる。例えば、錠
剤、カプセル、糖衣錠又はフィルムコート錠、液体溶液又は懸濁液の形態で経口的に；坐
剤の形態で直腸内に；例えば筋肉内に、又は静脈内及び／又は髄腔内(intrathecal)及び
／又は脊髄内(intraspinal)の注射又は点滴を通じて非経口的に投与できる。
【０１６４】
　[00131]式（Ｉ）の化合物又はその製薬学的に許容しうる塩を製薬学的に許容しうる賦
形剤（担体又は希釈剤でありうる）と共に含む医薬組成物も開示する。
【０１６５】
　[00132]本明細書中に開示された化合物を含有する医薬組成物は、通常、従来法に従っ
て製造され、適切な医薬形態で投与される。
【０１６６】
　[00133]例えば、固体の経口剤形は、活性化合物と共に、希釈剤、例えばラクトース、
デキストロース、サッカロース、スクロース、セルロース、コーンスターチ又はジャガイ
モデンプン；滑沢剤、例えばシリカ、タルク、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム
又はカルシウム、及び／又はポリエチレングリコール；結合剤、例えばデンプン、アラビ
アゴム、ゼラチン、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース又はポリビニルピロ
リドン；崩壊剤、例えばデンプン、アルギン酸、アルギン酸塩又はデンプングリコール酸
ナトリウム；発砲混合物(effervescing mixtures)；色素；甘味剤；湿潤剤、例えばレシ
チン、ポリソルベート、ラウリル硫酸塩；及び、一般に、医薬製剤に使用されている非毒
性及び薬理学的に不活性な物質を含有する。これらの医薬製剤は、公知様式で、例えば混
合、顆粒化、錠剤化、糖衣、又はフィルムコーティングプロセスによって製造できる。
【０１６７】
　[00134]経口投与用の液体分散物は、例えばシロップ、エマルジョン及び懸濁液であり
うる。
【０１６８】
　[00135]例として、シロップは、担体としてサッカロース又はサッカロースとグリセリ
ン及び／又はマンニトール及びソルビトールを含有しうる。
【０１６９】
　[00136]懸濁液及びエマルジョンは、担体の例として、天然ゴム、寒天、アルギン酸ナ
トリウム、ペクチン、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、又はポリビニル
アルコールを含有しうる。
【０１７０】
　[00137]筋肉内注射用の懸濁液又は溶液は、活性化合物と共に、製薬学的に許容しうる
担体、例えば無菌水、オリーブ油、オレイン酸エチル、グリコール類、例えばプロピレン
グリコール、及び所望の場合、適切な量の塩酸リドカインを含有しうる。
【０１７１】
　[00138]静脈内注射又は点滴用の溶液は、担体として無菌水を含有しうるか、又は好ま
しくは無菌、水性、等張性の生理食塩水の形態であり得るか、又は担体としてプロピレン
グリコールを含有しうる。
【０１７２】
　[00139]坐剤は、活性化合物と共に、製薬学的に許容しうる担体、例えばココアバター
、ポリエチレングリコール、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル界面活性剤又
はレシチンを含有しうる。
【０１７３】
　[00140]本明細書で使用されている用語“治療(treatment)”、“治療すること(treatin
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g)”及び“治療する(treat)”は、それらの一般的に認められている意味を含む。すなわ
ち、本明細書中に記載された疾患、障害、又は病状の、予防、所定の状態又は疾患を招く
又は発症するリスクの軽減、禁止、抑制、緩和、改善、緩徐化、停止、遅延、又は進行も
しくは重症度の逆転、及び阻止及び／又は既存の特徴の治療を目的として患者を管理及び
ケアすること、例えば疾患、障害、又は状態の、症状又は合併症の緩和又は除去、又は治
癒もしくは排除の意味を含む。本方法は、必要に応じて、医学的療法及び／又は予防的処
置の両方を含む。
【０１７４】
　実験の部
　[00141]本明細書中に開示されているいずれかの特定の式（Ｉ）の化合物（製薬学的に
許容しうる塩の形態でもよい）について参照する場合、実験の部及び特許請求の範囲を参
照する。以下の実施例に関して、化合物は、本明細書中に記載の方法を用いて、又は当該
技術分野で周知の他の方法を用いて合成された。
【０１７５】
　[00142]本明細書中で使用されている短縮形及び略語は以下の意味を有する。
ｇ（グラム）　　　　　ｍｇ（ミリグラム）
ｍｌ（ミリリットル）　ｍＭ（ミリモル）
μＭ（マイクロモル）　ｍｍｏｌ（ミリモル）
ｈ（時間）　　　　　　ＭＨｚ（メガヘルツ）
ｍｍ（ミリメートル）　Ｈｚ（ヘルツ）
Ｍ（モル）　　　　　　ｍｉｎ（分）
ｍｏｌ（モル）　　　　ＴＬＣ（薄層クロマトグラフィー）
ｒ．ｔ．（室温）　　　　ＴＥＡ（トリエチルアミン）
ＴＦＡ（トリフルオロ酢酸）　ＤＭＦ（Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド）
ＤＩＰＥＡ（Ｎ，Ｎ－ジイソプロピル－Ｎ－エチルアミン）　ＤＣＭ（ジクロロメタン）
ＴＨＦ（テトラヒドロフラン）　　　　Ｈｅｘ（ヘキサン）
ＭｅＯＨ（メタノール）　　　　　　　ＤＭＳＯ（ジメチルスルホキシド）
ＴＩＰＳ（トリイソプロピルシリル）　ｂｓ（ブロードな一重線）
ＴＢＤＭＳ（ジメチル－ｔｅｒｔ－ブチルシリル）　ＢＯＣ（ｔｅｒｔ－ブチルオキシカ
ルボニル）
ＮａＨ＝水素化ナトリウム、鉱油中６０％　Ａｃ２Ｏ　無水酢酸
Ｄｐｐｆ（１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン）　ＥＳＩ＝エレクトロ
スプレーイオン化
ｍＣＰＢＡ（ｍ－クロロ過安息香酸）　Ａｃ（アセチル）
ＴＢＴＵ（２－（１Ｈ－ベンゾトリアゾール－１－イル）－１，１，３，３－テトラメチ
ルウロニウムテトラフルオロボレート
ＲＰ－ＨＰＬＣ（逆相高速液体クロマトグラフィー）
　[00143]次に、本開示をより良く説明するために、それに対して何ら制限を課すことな
しに以下の実施例を提供する。
【０１７６】
　[00144]本明細書において、プロセス、スキーム及び実施例で使用されている記号及び
慣例は、現代の科学文献、例えばＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ又はＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙで使用されているものと一致する。
【０１７７】
　[00145]特に断りのない限り、すべての材料は、商業的供給業者から入手し、最高級の
ものであり、更なる精製をせずに使用した。ＤＭＦ、ＴＨＦ、ＣＨ２Ｃｌ２及びトルエン
のような無水溶媒はＡｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手した。
空気感受性又は感湿性化合物が関与するすべての反応は、窒素又はアルゴン雰囲気下で実
施した。
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【０１７８】
　一般的な精製法及び分析法
　[00146]フラッシュクロマトグラフィーはシリカゲル上で実施した（Ｍｅｒｃｋグレー
ド　９３９５、６０Ａ）。ＨＰＬＣは、Ｗａｔｅｒｓ　Ｘ　Ｔｅｒｒａ　ＲＰ　１８（４
，６×５０ｍｍ、３．５μｍ）カラム上で、９９６　Ｗａｔｅｒｓ　ＰＤＡ検出器を備え
たＷａｔｅｒｓ　２７９０　ＨＰＬＣシステムと、エレクトロスプレー（ＥＳＩ）イオン
源を備えたＭｉｃｒｏｍａｓｓモジュールＺＱシングル四重極型質量分析計を用いて実施
した。移動相Ａは酢酸アンモニウム５ｍＭ緩衝液（酢酸－アセトニトリル９５：５により
ｐＨ５．５）、及び移動相Ｂは水－アセトニトリル（５：９５）であった。８分間で１０
～９０％Ｂのグラジエント、２分間９０％Ｂに保持。２２０ｎｍ及び２５４ｎｍでＵＶ検
出。流速１ｍＬ／分。注入量１０マイクロＬ。フルスキャン、質量範囲１００～８００ａ
ｍｕ。キャピラリー電圧は２．５ＫＶ；ソース温度は１２０℃；コーン電圧は１０Ｖであ
った。リテンションタイム（ＨＰＬＣ　室温）は２２０ｎｍ又は２５４ｎｍで分の単位で
示す。質量はｍ／ｚ比として示す。
【０１７９】
　[00147]必要な場合、化合物は、Ｗａｔｅｒｓ　Ｓｙｍｍｅｔｒｙ　Ｃ１８（１９×５
０ｍｍ、５ｕｍ）カラム上又はＷａｔｅｒｓ　Ｘ　Ｔｅｒｒａ　ＲＰ　１８（３０×１５
０ｍｍ、５μｍ）カラム上で、９９６　Ｗａｔｅｒｓ　ＰＤＡ検出器を備えたＷａｔｅｒ
ｓ分取ＨＰＬＣ６００及びＭｉｃｒｏｍａｓｓモジュールＺＭＤシングル四重極型質量分
析計、電子スプレーイオン化、ポジティブモードを用いて分取ＨＰＬＣによって精製され
た。移動相Ａは水－０．０１％トリフルオロ酢酸、及び移動相Ｂはアセトニトリルであっ
た。８分間で１０～９０％Ｂのグラジエント、２分間９０％Ｂに保持。流速２０ｍＬ／分
。代替の場合、移動相Ａは水－０．１％ＮＨ３、及び移動相Ｂはアセトニトリルであった
。８分間で１０～１００％Ｂのグラジエント、２分間１００％Ｂに保持。流速２０ｍＬ／
分。
【０１８０】
　[00148]１Ｈ－ＮＭＲ分光法は、５ｍｍの二重共鳴プローブを備え、４００．４５ＭＨ
ｚで動作するＭｅｒｃｕｒｙ　ＶＸ　４００上で実施された［１Ｈ（１５Ｎ－３１Ｐ）Ｉ
Ｄ＿ＰＦＧ　Ｖａｒｉａｎ］。
【実施例】
【０１８１】
調製例１
Ｎ－［３－（４－ブロモ－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－
２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式１８、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベ
ンゼンスルホニル
方法Ｄ、ステップｂ
Ｎ－（３－ブロモ－２－フルオロ－フェニル）－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホン
アミド
式２１、式中Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ）
【０１８２】
【化１４】

【０１８３】
　[00149]３－ブロモ－２－フルオロアニリン（１０ｇ、５２．６３ｍｍｏｌ）を、窒素



(50) JP 5938038 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

雰囲気下でＤＣＭ（１００ｍＬ）に溶解した。乾燥ピリジン（６ｍＬ、７３．６８ｍｍｏ
ｌ、１．４当量）を、続いて２，５－ジフルオロベンゼンスルホニルクロリド（７．０８
ｍＬ、５２．６３ｍｍｏｌ、１当量）を加え、混合物を室温で２時間撹拌した。次いでこ
れをＤＣＭで希釈し、０．５ＮのＨＣｌ水溶液（３×８０ｍＬ）およびブラインで洗浄し
た。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。固体をエチルエーテルと一緒にし、
３０分間撹拌した。次いでこれを濾過し、減圧下４０℃で乾燥して、Ｎ－（３－ブロモ－
２－フルオロ－フェニル）－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド１７．８ｇを
淡黄色固体として得た（９２％）。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．２８分；
【０１８４】
【数１】

【０１８５】
方法Ｄ、ステップｃ
Ｎ－（３－ブロモ－２－フルオロ－フェニル）－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチ
ル－ベンゼンスルホンアミド
式１４Ｂ、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ
【０１８６】

【化１５】

【０１８７】
　[00150]Ｎ－（３－ブロモ－２－フルオロ－フェニル）－２，５－ジフルオロ－ベンゼ
ンスルホンアミド（１７．８ｇ、４８．６１ｍｍｏｌ）の無水ＤＣＭ（１６０ｍＬ）溶液
に、０℃でＤＩＰＥＡ（１２．５ｍＬ、７３ｍｍｏｌ１．５当量）を、続いてＭＯＭＣｌ
（５．７ｍＬ、７３ｍｍｏｌ、１．５当量）を加えた。反応混合物を０℃で１０分間撹拌
し、次いで室温に加温した。２時間後、飽和塩化アンモニウム溶液を加え、混合物を室温
で１０分間撹拌した。次いでこれをＤＣＭで希釈し、水およびブラインで洗浄し、Ｎａ２

ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。残留物をＨｅｘで処理し、３０分間撹拌した。固体を濾
過し、乾燥して、標題化合物１８．５２ｇ（９３％）を白色粉体として得た。ＨＰＬＣ（
２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．８８分；
【０１８８】
【数２】

【０１８９】
方法Ｃ、ステップａ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［２－（テトラヒドロ－ピラン－２－イ
ル）－２Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスル
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ホンアミド
式９、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル
；Ｒ２９＝テトラヒドロ－ピラン－２－イル
【０１９０】
【化１６】

【０１９１】
　[00151]Ｎ－（３－ブロモ－２－フルオロ－フェニル）－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メ
トキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（１２ｇ、２９．２５ｍｍｏｌ）を１，４－ジオ
キサン（１５６ｍＬ）に溶解し、アルゴンを溶液に１０分間吹き込んだ。次いで１－（テ
トラヒドロ－２Ｈ－ピラン－２－イル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３
，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（ＷＯ２０１０／０１０１５４
に記載された通りに調製した）（１０．６ｇ、３８．０３ｍｍｏｌ、１．３当量）を、続
いて炭酸セシウム（９．５ｇ、２９．２５ｍｍｏｌ、２当量）、１，１’－ビス（ジフェ
ニルホスフィノ）フェロセン－パラジウム（ＩＩ）ジクロリドジクロロメタン錯体（Ｐｄ
（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２）（１．２ｇ、１．４６ｍｍｏｌ、０．０５当量）お
よび水（０．９ｍＬ）を加え、反応混合物を１００℃に加熱し、この温度で２時間撹拌し
た。更に１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－２－イル）－５－（４，４，５，５－テト
ラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（４ｇ、０．
５当量）の添加を行い、加熱を２時間続けた。次いで混合物を減圧下で濃縮し、ＡｃＯＥ
ｔ（２００ｍＬ）と一緒にし、セライトのパッド上で濾過した。濾液を水およびブライン
で洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。粗製物をシリカゲル上でのクロマトグ
ラフィー（シクロヘキサン／ＡｃＯＥｔ７：３）により精製して、Ｎ－テトラヒドロピラ
ニルピラゾールを不純物として含む２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［２
－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－２Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
Ｎ－メトキシメチル－ベンゼン－スルホンアミド１８ｇを得た。
方法Ｃ、ステップｅ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（２Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェ
ニル］－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼン－スルホンアミド
式１７、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニ
ル
【０１９２】

【化１７】

【０１９３】
　[00152]粗製の２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［２－（テトラヒドロ
－ピラン－２－イル）－２Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチ
ル－ベンゼン－スルホンアミド（１．３９ｇ）のＭｅＯＨ（２０ｍＬ）溶液に、ｐ－トル
エンスルホン酸（１００ｍｇ）を加え、溶液を室温で１時間撹拌した。次いで反応混合物
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を減圧下で濃縮し、ＡｃＯＥｔ（１００ｍＬ）と一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液（２
×５０ｍＬ）およびブライン（５０ｍＬ）で洗浄した。有機相をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、
蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのクロマトグラフィー（シクロヘキサン／Ａｃ
ＯＥｔ濃度勾配６：４から１：１）により精製して、２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フ
ルオロ－３－（２Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－Ｎ－メトキシメチル－ベン
ゼン－スルホンアミド６３０ｍｇ（２ステップかけて８０％収率）を白色粉体として得た
。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．８６分；
【０１９４】
【数３】

【０１９５】
方法Ｃ、ステップｇ
Ｎ－［３－（４－ブロモ－２Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－
２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式１８、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベ
ンゼンスルホニル
【０１９６】
【化１８】

【０１９７】
　[00153]２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（２Ｈ－ピラゾール－３－イ
ル）－フェニル］－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（６２０ｍｇ、１．５
６ｍｍｏｌ）のＤＣＭ（１５ｍＬ）中撹拌溶液に、Ｎ－ブロモスクシンイミド（２７７ｍ
ｇ、１．５６ｍｍｏｌ、１当量）を加え、溶液を室温で１．５時間撹拌した。次いで混合
物をＤＣＭ（１００ｍＬ）で希釈し、１０％ＮａＨＳＯ３水溶液（２×３０ｍＬ）および
ブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固して、標題生成物７１４
ｍｇ（９６％）を白色発泡体として得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．２２分；
【０１９８】
【数４】

【実施例１】
【０１９９】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－イソプロピル－４－ピリジン－４
－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド（表１中
の化合物９）
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式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝イソプロピル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
方法Ｃ、ステップｋ
Ｎ－［３－（４－ブロモ－１－イソプロピル－３Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フル
オロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式（１）、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝イソプロピル；Ｒ３０
＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２００】
【化１９】

【０２０１】
　[00154]炭酸セシウム（１６４ｍｇ、０．５０４ｍｍｏｌ）およびイソプロピルヨージ
ド（５０μＬ、０．５０４ｍｍｏｌ）を、Ｎ－［３－（４－ブロモ－１Ｈ－ピラゾール－
３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベ
ンゼンスルホンアミド（調製例１に記載した通りに調製した）（１６０ｍｇ、０．３３６
ｍｍｏｌ）のＤＭＦ（１ｍＬ）溶液に加え、懸濁液を５０℃で３時間撹拌した。混合物を
水およびＡｃＯＥｔで処理した。有機層を水およびブラインで再度１回洗浄し、次いでこ
れをＮａ２ＳＯ４で乾燥し、減圧下で濃縮した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュク
ロマトグラフィー（Ｈｅｘ：ＡｃＯＥｔ７：３）により精製して、標題化合物１２０ｍｇ
（６８％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．２３分；
【０２０２】

【数５】

【０２０３】
　[00155]適切なアルキル化剤を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の中間体
を調製した：
Ｎ－［３－（４－ブロモ－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フルオロ－
フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシ－メチル－ベンゼンスルホンアミド
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝エチル；Ｒ３０＝２，５－
ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２０４】
【化２０】

【０２０５】
　[00156]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．９２分；
【０２０６】
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【数６】

【０２０７】
Ｎ－｛３－［４－ブロモ－１－（２－メトキシ－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンス
ルホンアミド
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝２－メトキシ－エチル；Ｒ
３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２０８】
【化２１】

【０２０９】
　[00157]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．７４分；
【０２１０】
【数７】

【０２１１】
Ｎ－［３－（４－ブロモ－１－シアノメチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フル
オロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式（１）、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝シアノメチル；Ｒ３０
＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２１２】

【化２２】

【０２１３】
　[00158]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．５５分；
【０２１４】



(55) JP 5938038 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

【数８】

【０２１５】
Ｎ－｛３－［４－ブロモ－１－（２，２，２－トリフルオロ－エチル）－１Ｈ－ピラゾー
ル－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル
－ベンゼンスルホンアミド
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝２，２，２－トリフルオロ
－エチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２１６】
【化２３】

【０２１７】
　[00159]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．０８分；
【０２１８】
【数９】

【０２１９】
（４－ブロモ－３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシメ
チル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－ピラゾール－１－イル）－酢酸エチルエス
テル
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝２－エトキシカルボニル－
メチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２２０】
【化２４】

【０２２１】
　[00160]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．９０分；
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【０２２２】
【数１０】

【０２２３】
２－（４－ブロモ－３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキ
シメチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－ピラゾール－１－イル）－アセトアミ
ド
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝２－アセトアミジル；Ｒ３
０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２２４】
【化２５】

【０２２５】
　[00161]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．７４分；
【０２２６】

【数１１】

【０２２７】
Ｎ－｛３－［４－ブロモ－１－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－
ベンゼンスルホンアミド
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝テトラヒドロ－ピラン－４
－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２２８】
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【化２６】

【０２２９】
　[00162]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．０２分；
【０２３０】
【数１２】

【０２３１】
Ｎ－｛３－［４－ブロモ－１－（４，４－ジフルオロ－シクロヘキシル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチ
ル－ベンゼンスルホンアミド
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝４，４－ジフルオロ－シク
ロヘキサ－１イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２３２】
【化２７】

【０２３３】
　[00163]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．６８分；
【０２３４】
【数１３】

【０２３５】
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方法Ａ、ステップａ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－イソプロピル－４－ピリジン－４
－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンス
ルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝イソプロピル；Ｒ
３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２３６】
【化２８】

【０２３７】
　[00164]アルゴン脱気したＮ－［３－（４－ブロモ－１－イソプロピル－３Ｈ－ピラゾ
ール－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチ
ル－ベンゼンスルホンアミド（１００ｍｇ、０．１９３ｍｍｏｌ）の１，２－ジメトキシ
エタン：水９：１（２ｍＬ）溶液に、マイクロ波バイアル中４－（４，４，５，５－テト
ラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２－イル）－ピリジン（５９ｍｇ、０．２
８９ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（１２６ｍｇ、０．３８６ｍｍｏｌ）およびＰｄ（ｄｐｐ
ｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２（１６ｍｇ、０．０１９３ｍｍｏｌ）をアルゴン雰囲気下で加
えた。混合物をマイクロ波オーブン中１００℃で３０分間加熱し、次いでこれをセライト
のパッドを通して濾過した。溶液をＡｃＯＥｔと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およ
びブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリカ
ゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ：ＭｅＯＨ：ＭｅＯＨ中７ＮのＮＨ３

９７：２：１）により精製して、標題化合物８０ｍｇ（８０％収率）を得た。ＨＰＬＣ（
２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．９７分；
【０２３８】
【数１４】

【０２３９】
　[00165]適切な置換出発物質を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の中間体
を調製した：
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－メトキシ－エチル）－４－
ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチル
－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝２－メトキシ－エ
チル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２４０】
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【化２９】

【０２４１】
　[00166]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．９２分；
【０２４２】
【数１５】

【０２４３】
Ｎ－［３－（１－シアノメチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンス
ルホンアミド
式２、Ｒ４＝４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝シアノメチル；Ｒ３０
＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２４４】
【化３０】

【０２４５】
　[00167]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．８５分；
【０２４６】
【数１６】

【０２４７】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１－（２，
２，２－トリフルオロ－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メ
トキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝２，２，２－トリ
フルオロ－エチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２４８】
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【化３１】

【０２４９】
　[00168]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．３９分；
【０２５０】
【数１７】

【０２５１】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロ－ピリジン－４－
イル）－１－イソプロピル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシ
メチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－フルオロ－４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝イ
ソプロピル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２５２】
【化３２】

【０２５３】
　[00169]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．９４分；
【０２５４】

【数１８】

【０２５５】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロ－ピリジン－４－
イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フ
ェニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－フルオロ－４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝テ
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トラヒドロ－ピラン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０２５６】
【化３３】

【０２５７】
　[00170]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．７６分；
【０２５８】

【数１９】

【０２５９】
方法Ａ、ステップｆ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－イソプロピル－４－ピリジン－４
－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド（表１中
の化合物９）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝イソプロピル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０２６０】
【化３４】

【０２６１】
　[00171]２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－イソプロピル－４－ピ
リジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－Ｎ－メトキシメチル－
ベンゼンスルホンアミド（８０ｍｇ、０．１５５ｍｍｏｌ）をＴＦＡ：水９：１混合物（
１．７ｍＬ）に溶解し、６０℃で１．５時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮し、次
いでＮａＨＣＯ３の飽和溶液と一緒にし、ＡｃＯＥｔで抽出した。有機層をＮａ２ＳＯ４

で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（Ｈ
ｅｘ：ＡｃＯＥｔ２：８）により精製して、標題化合物４４ｍｇ（６０％収率）を得た。
ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．０３分；
【０２６２】
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【数２０】

【０２６３】
　[00172]適切な置換出発物質を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物
を調製した：
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－メトキシ－エチル）－４－
ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンア
ミド
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１＝メトキシ；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０２６４】
【化３５】

【０２６５】
　[00173]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．５分；
【０２６６】
【数２１】

【０２６７】
Ｎ－［３－（１－シアノメチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝シアノ；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０２６８】
【化３６】

【０２６９】
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　[00174]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．４４分；
【０２７０】
【数２２】

【０２７１】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１－（２，
２，２－トリフルオロ－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼ
ンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝トリフルオロメチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０２７２】

【化３７】

【０２７３】
　[00175]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．０３分；
【０２７４】

【数２３】

【０２７５】
２－｛３－［３－（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニルアミノ）－２－フルオロ－
フェニル］－４－ピリジン－４－イル－ピラゾール－１－イル｝－アセトアミド
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝カルボキサミド；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０２７６】
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【化３８】

【０２７７】
　[00176]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．６９分；
【０２７８】
【数２４】

【０２７９】
２－｛３－［３－（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニルアミノ）－２－フルオロ－
フェニル］－４－ピリジン－４－イル－ピラゾール－１－イル｝－Ｎ－メチル－アセトア
ミド
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝Ｎ－メチル－カルボキサミド；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピ
リジニル
【０２８０】
【化３９】

【０２８１】
　[00177]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．８８分；
【０２８２】
【数２５】

【０２８３】
２－｛３－［３－（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニルアミノ）－２－フルオロ－
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フェニル］－４－ピリジン－４－イル－ピラゾール－１－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチル－ア
セトアミド
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝Ｎ，Ｎ－ジメチル－カルボキサミド；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
４－ピリジニル
【０２８４】
【化４０】

【０２８５】
　[00178]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．０７分；
【０２８６】
【数２６】

【０２８７】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロ－ピリジン－４－
イル）－１－イソプロピル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスル
ホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝イソプロピル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－フルオロ－ピリジ
ン－４－イル
【０２８８】
【化４１】

【０２８９】
　[00179]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．５６分；
【０２９０】
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【数２７】

【０２９１】
Ｎ－｛３－［１－（４，４－ジフルオロ－シクロヘキシル）－４－ピリジン－４－イル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝４，４－ジフルオロシクロヘキサ－１－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ
；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０２９２】
【化４２】

【０２９３】
　[00180]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．１２分；
【０２９４】
【数２８】

【０２９５】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロピリジン－４－イ
ル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］
フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－Ｆ－ピリジン－４－イル
【０２９６】
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【化４３】

【０２９７】
　[00181]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．３１分；
【０２９８】
【数２９】

【実施例２】
【０２９９】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン－４－
イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼ
ンスルホンアミド（表１中の化合物５）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
４－ピリジニル
方法Ｃ、ステップｋ
４－（４－ブロモ－３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキ
シメチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－ピラゾール－１－イル）－ピペリジン
－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝Ｎ－Ｂｏｃ－ピペリジン－
４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０３００】

【化４４】

【０３０１】
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　[00182]炭酸セシウム（１０．０７ｇ、３０．９１ｍｍｏｌ、２．２当量）および４－
メタンスルホニルオキシ－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（７．
９５ｇ、２８．４６ｍｍｏｌ、２当量）を、Ｎ－［３－（４－ブロモ－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－
ベンゼン－スルホンアミド（６．６９ｇ、１４．０５ｍｍｏｌ）（調製例１に記載した通
りに調製した）の無水ＤＭＦ（１００ｍＬ）溶液に加え、懸濁液を６０℃で１６時間撹拌
した。次いで溶媒を減圧下で濃縮し、残留物をＡｃＯＥｔと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３

水溶液およびブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。粗製の２種の位
置異性体をシリカゲル上でのクロマトグラフィー（ｎ－Ｈｅｘ／ＡｃＯＥｔ８：２から７
：３）により分離して、過剰の４－メタンスルホニルオキシ－ピペリジン－１－カルボン
酸ｔｅｒｔ－ブチルエステルと混合している所望のＮ１－アルキル化位置異性体７．６３
ｇを得た。４－（４－ブロモ－３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル
）－メトキシ－メチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－ピラゾール－１－イル）
－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステルに関する分析データは以下を含
む：ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．６８分；
【０３０２】
【数３０】

【０３０３】
　[00183]アルキル化剤として３－ヨード－８－アザ－ビシクロ［３．２．１］オクタン
－８－カルボン酸ベンジルエステルを用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の中
間体を調製した：
３－（４－ブロモ－３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキ
シメチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－ピラゾール－１－イル）－８－アザ－
ビシクロ［３．２．１］オクタン－８－カルボン酸ベンジルエステル
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝Ｎ－ベンジルオキシカルボ
ニル－８－アザ－ビシクロ［３．２．１］オクタン－３－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフル
オロ－ベンゼン－スルホニル
【０３０４】

【化４５】

【０３０５】
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　[00184]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：８．１４分；
【０３０６】
【数３１】

【０３０７】
方法Ａ、ステップａ
４－（３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシメチル－ア
ミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－ピリジン－４－イル－ピラゾール－１－イル）
－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝Ｎ－Ｂｏｃ－ピペ
リジン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０３０８】
【化４６】

【０３０９】
　[00185]４－（４－ブロモ－３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル
）－メトキシメチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－ピラゾール－１－イル）－
ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（６．７１ｍｍｏｌ）の１０：１
ジオキサン／水混合物（６６ｍＬ）溶液を、アルゴンを５分間吹き込むことにより脱気し
た。次いで４－ピリジニルボロン酸ピナコールエステル（２．０６ｍｇ、１０．０７ｍｍ
ｏｌ、１．５当量）を、続いて炭酸セシウム（４．３７ｇ、１３．４２ｍｍｏｌ、２当量
）およびＰｄ（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２（５４７ｍｇ、０．６７０ｍｍｏｌ、０
．１当量）を加え、混合物を１００℃で２時間撹拌した。溶媒を減圧下で濃縮し、残留物
をＡｃＯＥｔと一緒にし、セライトのパッド上で濾過した。濾液を飽和ＮａＨＣＯ３水溶
液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。粗生成物
をシリカゲル上でのクロマトグラフィー（ＡｃＯＥｔ／Ｈｅｘ７：３から８：２）により
精製して、標題化合物４．０ｇ（最後の２ステップかけて４３％）を得た。ＨＰＬＣ（２
５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．０３分；
【０３１０】
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【数３２】

【０３１１】
　[00186]適切な出発物質を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の中間体を調
製した：
４－［３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシメチル－ア
ミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－（２－フルオロ－ピリジン－４－イル）－ピラ
ゾール－１－イル］－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
式２、式中Ｒ４＝２－フルオロ－ピリジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９
＝Ｎ－Ｂｏｃ－ピペリジン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニ
ル
【０３１２】
【化４７】

【０３１３】
　[00187]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．６９分；
【０３１４】
【数３３】

【０３１５】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－ピペリジン－４－イル－４－ピリ
ジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－Ｎ－メトキシメチル－ベ
ンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝ピペリジン－４－
イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
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【０３１６】
【化４８】

【０３１７】
　[00188]４－（３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシ
メチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－ピリジン－４－イル－ピラゾール－
１－イル）－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（２．２ｇ、３．３
５ｍｍｏｌ）の無水１，４－ジオキサン（１７ｍＬ）溶液に、窒素下室温で４ＮのＨＣｌ
の１，４－ジオキサン溶液（１７ｍＬ、６７ｍｍｏｌ、２０当量）を滴下添加し、混合物
を室温で３０分間撹拌した。溶媒を減圧下で濃縮し、残留物をＤＣＭで希釈し、飽和Ｎａ
ＨＣＯ３水溶液、水およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾
固した。標題化合物１．８ｇ（９６％）を得、精製せずに以下のステップに使用した。Ｈ
ＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．２３分；
【０３１８】

【数３４】

【０３１９】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン－４－
イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メ
トキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝Ｎ－メチル－ピペ
リジン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０３２０】
【化４９】

【０３２１】
　[00189]２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－ピペリジン－４－イル
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メチル－ベンゼンスルホンアミド（１．８ｇ、３．２３ｍｍｏｌ）のＭｅＯＨ（２０ｍＬ
）溶液に、３７％ホルムアルデヒド水溶液（０．３６ｍＬ、４．８５ｍｍｏｌ、１．５当
量）を、続いて酢酸（０．５５４ｍＬ、９．６９ｍｍｏｌ、３当量）およびシアノ水素化
ホウ素ナトリウム（３２５ｍｇ、５．１７ｍｍｏｌ、１．６当量）を加え、混合物を室温
で１時間撹拌した。次いで溶媒を減圧下で蒸発させ、残留物をＡｃＯＥｔと一緒にし、飽
和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発
乾固して、標題化合物１．６２ｇ（８８％）を得、これを更には精製せずに以下のステッ
プに使用した。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．４６分；
【０３２２】
【数３５】

【０３２３】
方法Ａ、ステップｆ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン－４－
イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼ
ンスルホンアミド（表１の化合物５）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
４－ピリジニル
【０３２４】

【化５０】

【０３２５】
　[00190]２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリ
ジン－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル
｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（１．６２ｇ、２．８３ｍｍｏｌ）を
９：１ＴＦＡ／水混合物に溶解し、６０℃で２時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮
し、次いでＡｃＯＥｔと一緒にし、ＮａＨＣＯ３の飽和溶液およびブラインで洗浄した。
有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュク
ロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＭｅＯＨ中７ＭのＮＨ３８５：１０：５）により
精製した。純粋な画分をエチルエーテルで処理し、濾過し、乾燥して、標題化合物７８０
ｍｇ（５２％）を白色固体として得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．５９分。
【０３２６】
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【数３６】

【０３２７】
　[00191]還元アミノ化ステップにおいてまたは鈴木カップリングにおいて適切な試薬を
用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物を調製した：
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロ－ピリジン－４－
イル）－１－（１－メチル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－
フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－フルオロ－ピリジン－４－イル
【０３２８】
【化５１】

【０３２９】
　[00192]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．８７分；
【０３３０】

【数３７】

【０３３１】
Ｎ－｛３－［１－（１－シクロプロピルピペリジン－４－イル）－４－（２－フルオロピ
リジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝－２，５
－ジフルオロベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－シクロプロピル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ
；Ｒ４＝２－フルオロ－ピリジン－４－イル
【０３３２】
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【化５２】

【０３３３】
　[00193]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．４９分；
【０３３４】
【数３８】

【０３３５】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチルピペリジン－４－イ
ル）－４－（２－メチルピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］フェニル
｝ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－メチル－ピリジン－４－イル
【０３３６】
【化５３】

【０３３７】
　[00194]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：３．７２分；
【０３３８】
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【数３９】

【０３３９】
Ｎ－｛３－［４－（２－クロロピリジン－４－イル）－１－（１－メチルピペリジン－４
－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝－２，５－ジフルオ
ロベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－クロロ－ピリジン－４－イル
【０３４０】
【化５４】

【０３４１】
　[00195]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．０６分；
【０３４２】

【数４０】

【０３４３】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－メトキシピリジン－４－イ
ル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］フェニ
ル｝ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－メトキシ－ピリジン－４－イル
【０３４４】
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【化５５】

【０３４５】
　[00196]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．０４分；
【０３４６】
【数４１】

【０３４７】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（８－メチル－８－アザビシクロ
［３．２．１］オクタ－３－イル）－４－（ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－
３－イル］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０、Ｒ１＝８－メチル－８－アザビシクロ［３．２．１］オクタ－３－イ
ル、Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ、Ｒ４＝４－ピリジニル
【０３４８】
【化５６】

【０３４９】
　[00197]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．７２分；
【０３５０】
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【数４２】

【０３５１】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－イソプロピル－ピペリジン
－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド（化合物１）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－イソプロピル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；
Ｒ４＝ピリジン－４－イル］
【０３５２】
【化５７】

【０３５３】
　[00198]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．８１分；
【０３５４】
【数４３】

【０３５５】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－フルオロ－ピリジン－４－
イル）－１－（１－イソプロピル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イ
ル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－イソプロピル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；
Ｒ４＝２－フルオロ－ピリジン－４－イル
【０３５６】
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【化５８】

【０３５７】
　[00199]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．９８分；
【０３５８】
【数４４】

【０３５９】
Ｎ－｛３－［１－（１－シクロプロピル－ピペリジン－４－イル）－４－ピリジン－４－
イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ
－ベンゼンスルホンアミド（化合物２）
式Ｉ、式中ｍ＝０、Ｒ１＝１－シクロプロピル－ピペリジン－４－イル、Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ
、Ｒ４＝４－ピリジニル
【０３６０】
【化５９】

【０３６１】
　[00200]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．６７分；
【０３６２】
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【数４５】

【０３６３】
３－（４－｛３－［３－（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニルアミノ）－２－フル
オロ－フェニル］－４－ピリジン－４－イル－ピラゾール－１－イル｝－ピペリジン－１
－イル）－プロピオン酸エチルエステル
式Ｉ、式中ｍ＝０、Ｒ１＝１－（２－エトキシカルボニル－エチル）－ピペリジン－４－
イル、Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ、Ｒ４＝４－ピリジニル
【０３６４】
【化６０】

【０３６５】
　[00201]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．５４分；
【０３６６】
【数４６】

【０３６７】
３－（４－｛３－［３－（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニルアミノ）－２－フル
オロ－フェニル］－４－ピリジン－４－イル－ピラゾール－１－イル｝－ピペリジン－１
－イル）－プロピオン酸メチルエステル
式Ｉ、式中ｍ＝０、Ｒ１＝１－（２－メトキシカルボニル－エチル）－ピペリジン－４－
イル、Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ、Ｒ４＝４－ピリジニル
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【０３６８】
【化６１】

【０３６９】
　[00202]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．２０分；
【０３７０】

【数４７】

【０３７１】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－ピペリジン－４－イル－４－ピリ
ジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０、Ｒ１＝ピペリジン－４－イル、Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ、Ｒ４＝４－ピリジニ
ル
【０３７２】

【化６２】

【０３７３】
　[00203]４－（３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシ
メチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－ピリジン－４－イル－ピラゾール－
１－イル）－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（４７ｍｇ、０．０
７２ｍｍｏｌ）を９：１ＴＦＡ／水混合物（２ｍＬ）に溶解し、７０℃で２時間撹拌した
。次いで反応混合物を減圧下で濃縮し、ＡｃＯＥｔと一緒にし、ＮａＨＣＯ３の飽和溶液
およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。メタノール
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で溶離する小シリカゲルカラム上で粗製物を溶離した。標題化合物１２ｍｇを白色固体と
して得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．５２分；
【０３７４】
【数４８】

【実施例３】
【０３７５】
Ｎ－｛３－［１－（１－アセチル－ピペリジン－４－イル）－４－ピリジン－４－イル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０、Ｒ１＝１－アセチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４
＝４－ピリジニル
【０３７６】

【化６３】

【０３７７】
　[00204]２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－ピペリジン－４－イル
－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－Ｎ－メトキシ
メチル－ベンゼンスルホンアミド（１３５ｍｇ、０．２４２ｍｍｏｌ）（実施例２に記載
した通りに調製した）のＤＣＭ（２ｍＬ）溶液に、トリエチルアミン（０．０４０ｍＬ、
０．２９０ｍｍｏｌ、１．２当量）を、続いてアセチルクロリド（０．０１９ｍＬ、０．
２６６ｍｍｏｌ、１．１当量）を加え、溶液を室温で２時間撹拌した。次いで反応混合物
をＤＣＭで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾
燥し、蒸発乾固した。粗生成物をフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ９７
：３）により精製して、Ｎ－｛３－［１－（１－アセチル－ピペリジン－４－イル）－４
－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼン－スルホンアミド８１ｍｇ（５６％）
を得た。次いでこの中間体を９：１ＴＦＡ／水混合物（１ｍＬ）で処理し、６０℃で１．
５時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮し、次いでＡｃＯＥｔと一緒にし、ＮａＨＣ
Ｏ３の飽和溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固し
た。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ９５：
５）により精製して、標題化合物９ｍｇを得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．２
２分；
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【０３７８】
【数４９】

【実施例４】
【０３７９】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－イソプロピル－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスル
ホンアミド（表１中の化合物１０）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝ｉ－Ｐｒ；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリミジン－
４－イル
【０３８０】
【化６４】

【０３８１】
方法Ａ、ステップｂ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－イソプロピル－４－（４，４，５
，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式３、式中Ｍ’＝４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２
－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝イソプロピル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ
－ベンゼン－スルホニル
【０３８２】
【化６５】

【０３８３】
　[00205]アルゴン脱気したＮ－［３－（４－ブロモ－１－イソプロピル－３Ｈ－ピラゾ
ール－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチ
ル－ベンゼンスルホンアミド（実施例１、方法Ｃ、ステップｋ参照）（２９５ｍｇ、０．
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５６９ｍｍｏｌ）のトルエン（４ｍＬ）溶液に、マイクロ波バイアル中４，４，５，５－
テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン（７２８ｍｇ、５．６９ｍｍｏｌ）、Ｔ
ＥＡ（０．２ｍＬ、１．４２ｍｍｏｌ）、２－ジシクロヘキシルホスフィノ－２’，６’
－ジメトキシ－１，１’－ビフェニル（３５ｍｇ、０．０８５ｍｍｏｌ）およびビス（ア
セトニトリル）ジクロロパラジウム（ＩＩ）（ＰｄＣｌ２・（ＣＨ３ＣＮ）２）（８ｍｇ
、０．０２８ｍｍｏｌ）をアルゴン雰囲気下で加えた。混合物をマイクロ波オーブン中９
０℃で１時間加熱し、次いでこれをセライトのパッドを通して濾過した。溶液を濃縮乾固
し、残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（Ｈｅｘ：ＡｃＯＥｔ７：
３）により精製して、標題化合物３３０ｍｇ（定量的収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎ
ｍ）：Ｒｔ：７．５９分；
【０３８４】
【数５０】

【０３８５】
　[00206]適切な出発物質を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の中間体を調
製した：
Ｎ－｛３－［１－エチル－４－（４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキ
サボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－
２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式３、Ｍ’＝４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２－イ
ル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝エチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン
－スルホニル
【０３８６】

【化６６】

【０３８７】
　[00207]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．３７分；
【０３８８】
【数５１】

【０３８９】
方法Ａ、ステップｃ
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－イソプロピル－１Ｈ－ピ
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ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシ
メチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－アミノ－ピリミジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９
＝イソプロピル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０３９０】
【化６７】

【０３９１】
　[00208]アルゴン脱気した２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－イソ
プロピル－４－（４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２
－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼン
スルホンアミド（３３０ｍｇ、０．５６９ｍｍｏｌ）の１，２－ジメトキシエタン：水９
：１（６ｍＬ）溶液に、マイクロ波バイアル中４－クロロ－ピリミジン－２－イルアミン
（１１０ｍｇ、０．８５３ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（３７１ｍｇ、１．１３８ｍｍｏｌ
）およびＰｄ（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２（４６ｍｇ、０．０５７ｍｍｏｌ）をア
ルゴン雰囲気下で加えた。混合物をマイクロ波オーブン中１００℃で９０分間加熱し、次
いでセライトのパッドを通して濾過した。溶液をＡｃＯＥｔと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ

３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残
留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ：ＭｅＯＨ９７：３）に
より精製して、標題化合物１００ｍｇ（３３％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：
Ｒｔ：６．１分；
【０３９２】

【数５２】

【０３９３】
　[00209]適切な出発物質およびアリールハライドを用いた以外は、これと同じ方法に従
って、以下の化合物を調製した：
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－メチル－ピリジン－４－イ
ル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェ
ニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－メチル－ピリジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝
テトラヒドロ－ピラン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０３９４】
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【化６８】

【０３９５】
　[00210]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．２７分；
【０３９６】
【数５３】

【０３９７】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－クロロ－ピリジン－４－イ
ル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェ
ニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－クロロ－ピリジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝
テトラヒドロ－ピラン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
］
【０３９８】
【化６９】

【０３９９】
　[00211]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．８７分；
【０４００】
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【数５４】

【０４０１】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－
４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－アミノ－ピリジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝
テトラヒドロ－ピラン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０４０２】
【化７０】

【０４０３】
　[00212]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．７０分；
【０４０４】
【数５５】

【０４０５】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピ
リミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－
３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－４－イル、ＰＧ１＝メトキシ
メチル、Ｒ２９＝エチル、Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０４０６】
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【化７１】

【０４０７】
　[00213]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．７７分；
【０４０８】
【数５６】

【０４０９】
方法Ａ、ステップｆ
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－イソプロピル－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスル
ホンアミド（表１中の化合物１０）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝ｉ－Ｐｒ；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリミジン－
４－イル
【０４１０】
【化７２】

【０４１１】
　[00214]Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－イソプロピル
－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ
－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（１００ｍｇ、０．１８８ｍｍｏｌ）をＴＦ
Ａ：水９：１混合物（１ｍＬ）に溶解し、６０℃で５時間撹拌した。反応混合物を減圧下
で濃縮し、次いでＮａＨＣＯ３の飽和溶液と一緒にし、ＡｃＯＥｔで抽出した。有機層を
Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグ
ラフィー（ＤＣＭ：ＭｅＯＨ：アセトン９４：３：３）により精製して、標題化合物２６
ｍｇ（２８％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．６８分；
【０４１２】
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【数５７】

【０４１３】
　[00215]適切な出発物質を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物を調
製した：
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（２－メチルピリジン－４－イル
）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］フ
ェニル｝ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－メチル－ピリジン－４－イル
【０４１４】
【化７３】

【０４１５】
　[00216]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．８４分；
【０４１６】
【数５８】

【０４１７】
Ｎ－｛３－［４－（２－クロロピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラ
ン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝－２，５－ジ
フルオロベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－クロロ－ピリジン－４－イル
【０４１８】
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【化７４】

【０４１９】
　[00217]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．４６分；
【０４２０】
【数５９】

【０４２１】
Ｎ－｛３－［４－（６－アミノピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピ
ラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロフェニル｝－２，５－
ジフルオロベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝６－アミノ－ピリミジン－４－イル
【０４２２】
【化７５】

【０４２３】
　[00218]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．１３分；
【０４２４】
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【数６０】

【０４２５】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピ
リミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－３－イル］フェニル｝ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－４－イル］
【０４２６】
【化７６】

【０４２７】
　[00219]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．４４分；
【０４２８】

【数６１】

【０４２９】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピラゾー
ル－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンア
ミド（化合物３）
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝メチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリミジン－４
－イル］
【０４３０】
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【化７７】

【０４３１】
　[00220]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．３３分；
【０４３２】
【数６２】

【０４３３】
　[00221]この合成の間、以下の副生成物を得た：
Ｎ－（３－｛４－［２－（２－アミノ－ピリミジン－４－イルアミノ）－ピリミジン－４
－イル］－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－２－フルオロ－フェニル）－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド（化合物２２）
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝メチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリミジン－４
－イルアミノ）－ピリミジン－４－イル
【０４３４】
【化７８】

【０４３５】
　[00222]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．８３分；
【０４３６】
【数６３】

【実施例５】
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【０４３７】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－エチル
）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－
ベンゼンスルホンアミド（化合物１１）
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリミジン－４－イル
【０４３８】
【化７９】

【０４３９】
方法Ｃ、ステップｈ
Ｎ－｛３－［４－ブロモ－１－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－
ベンゼンスルホンアミド
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝テトラヒドロ－ピラン－２
－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０４４０】
【化８０】

【０４４１】
　[00223]２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［２－（テトラヒドロ－ピラ
ン－２－イル）－２Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベ
ンゼン－スルホンアミド（４ｇ、８．３ｍｍｏｌ）（調製例１に記載した通りに得た）の
ＤＣＭ（３０ｍＬ）溶液に、Ｎ－ブロモスクシンイミド（２．２ｇ、１２．４６ｍｍｏｌ
、１．５当量）を加え、溶液を室温で４時間撹拌した。次いで混合物をＤＣＭで希釈し、
１０％ＮａＨＳＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、
蒸発乾固して、Ｎ－｛３－［４－ブロモ－１－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－１
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メ
トキシ－メチル－ベンゼンスルホンアミド４．１ｇ（８８％）を黄色蝋状物として得た（
２種の位置異性体の混合物）。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．２７分；
【０４４２】
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【数６４】

【０４４３】
方法Ａ、ステップｂ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（テトラヒドロ－ピラン－２－イ
ル）－４－（４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２－イ
ル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼン－ス
ルホンアミド
式３、式中Ｍ’＝４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２
－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝テトラヒドロピラン－２－イル；Ｒ３０＝２
，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０４４４】

【化８１】

【０４４５】
　[00224]マイクロ波管中、Ｎ－｛３－［４－ブロモ－１－（テトラヒドロ－ピラン－２
－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－Ｎ－メトキシ－メチル－ベンゼンスルホンアミド（２ｇ、３．５６９ｍｍｏｌ）を
乾燥トルエン（３４ｍＬ）に溶解し、アルゴンをこれに１０分間吹き込むことにより溶液
を脱気した。次いでトリエチルアミン（１．２４ｍＬ、８．９２ｍｍｏｌ、２．５当量）
を、続いてＳ－Ｐｈｏｓ（１４６ｍｇ、０．１当量）、ＰｄＣｌ２（ＣＨ３ＣＮ）２（４
６ｍｇ、０．０５当量）およびピナコールボラン（５．２ｍＬ、３５．６９ｍｍｏｌ、１
０当量）を加えた。管を密封し、混合物をマイクロ波オーブン中９０℃で３０分間照射し
た。反応混合物をセライトのパッド上で濾過し、これをＡｃＯＥｔで充分洗浄した。濾液
を飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固し
た。粗生成物をシリカゲル上でのクロマトグラフィーＨｅｘ／ＡｃＯＥｔ７：３）により
精製して、脱臭素化した副生成物を不純物として含む所望のピラゾールボロネート１．９
ｍｇを得た。
方法Ａ、ステップｃ
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン
－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジ
フルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－アミノ－ピリミジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９
＝テトラヒドロピラン－２－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０４４６】
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【化８２】

【０４４７】
　[00225]アルゴン脱気した２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（テ
トラヒドロ－ピラン－２－イル）－４－（４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２
］ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メ
トキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（３８３ｍｇ、０．６３ｍｍｏｌ）の１，２－ジ
メトキシエタン：水９：１（４ｍＬ）溶液に、マイクロ波バイアル中４－クロロ－ピリミ
ジン－２－イルアミン（１２２ｍｇ、０．９４ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（４１０ｍｇ、
１．２６ｍｍｏｌ）およびＰｄ（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２（５１ｍｇ、０．０６
３ｍｍｏｌ）をアルゴン雰囲気下で加えた。混合物をマイクロ波オーブン中１００℃で３
時間加熱し、次いでこれをセライトのパッドを通して濾過した。溶液をＤＣＭと一緒にし
、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、
濃縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ：Ｍｅ
ＯＨ：アセトン９６：２：２）により精製して、標題化合物１３５ｍｇ（３７％収率）を
得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．１９分；
【０４４８】
【数６５】

【０４４９】
方法Ａ、ステップｄ
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンス
ルホンアミド
式４Ａ、式中Ｒ４＝２－アミノ－ピリミジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ３
０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０４５０】
【化８３】

【０４５１】
　[00226]Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒド
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２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（１３５ｍｇ、０．
２３ｍｍｏｌ）の溶液に、ｐ－トルエンスルホン酸一水和物（９０ｍｇ、０．４７ｍｍｏ
ｌ）を加え、反応混合物を６０℃で２時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮し、Ａｃ
ＯＥｔで溶解し、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。残留物は更なる精
製を必要としなかった（４５ｍｇ、４０％収率）。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．
１１分；
【０４５２】
【数６６】

【０４５３】
方法Ａ、ステップｅ
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－エチル
）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－
Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－アミノ－ピリミジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９
＝２－フルオロエチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０４５４】
【化８４】

【０４５５】
　[00227]炭酸セシウム（１００ｍｇ、０．３０６ｍｍｏｌ）および１－フルオロ－２－
ヨード－エタン（５４ｍｇ、０．３０６ｍｍｏｌ）を、Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－
ピリミジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－
２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（４５ｍｇ、０．０
９１ｍｍｏｌ）のＤＭＦ（２ｍＬ）溶液に加え、懸濁液を５０℃で１時間撹拌した。混合
物を水およびＤＣＭで処理した。有機層を水およびブラインで再度１回洗浄し、次いでこ
れをＮａ２ＳＯ４で乾燥し、減圧下で濃縮した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュク
ロマトグラフィー（ＤＣＭ：ＭｅＯＨ：アセトン９４：３：３）により精製して、標題化
合物３６ｍｇ（７３％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．６４分；
【０４５６】
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【数６７】

【０４５７】
　[00228]適切な出発物質を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物を調
製した：
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－フルオロ－エチル）－４－
（１－メトキシメチル－１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラ
ゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝１－メトキシメチル－１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル
；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝２－フルオロ－エチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオ
ロ－ベンゼン－スルホニル
【０４５８】
【化８５】

【０４５９】
　[00229]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．４１分；
【０４６０】
【数６８】

【０４６１】
方法Ａ、ステップｆ
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－エチル
）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－
ベンゼンスルホンアミド（化合物１１）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝２－フルオロ－エチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－
ピリミジン－４－イル
【０４６２】
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【化８６】

【０４６３】
　[00230]Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（２－フルオ
ロ－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジ
フルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（３６ｍｇ、０．０６７ｍｍｏ
ｌ）をＴＦＡ：水９：１混合物（１ｍＬ）に溶解し、１００℃で１６時間撹拌した。反応
混合物を減圧下で濃縮し、次いでＮａＨＣＯ３の飽和溶液と一緒にし、ＡｃＯＥｔで抽出
した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッ
シュクロマトグラフィー（Ｈｅｘ：ＡｃＯＥｔ：ＥｔＯＨ４：４：２）により精製して、
標題化合物１６ｍｇ（５０％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．２３分
；
【０４６４】

【数６９】

【０４６５】
　[00231]適切なアルキル化剤を用い、標準の官能基変換を用いた以外は、これと同じ方
法に従って、以下の化合物を調製した：
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－ピペリジン－４－イル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－
ピリミジン－４－イル
【０４６６】
【化８７】

【０４６７】
　[00232]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．３１分；
【０４６８】
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【数７０】

【０４６９】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピペリジ
ン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－
ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド（化合物６）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－アミノ－ピリミジン－４－イル
【０４７０】
【化８８】

【０４７１】
　[00233]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．３７分；
【０４７２】

【数７１】

【０４７３】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（１－イソプロピル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド（化合物１９）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－イソプロピル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；
Ｒ４＝２－アミノ－ピリミジン－４－イル
【０４７４】
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【化８９】

【０４７５】
　[00234]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．３０分；
【０４７６】
【数７２】

【０４７７】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリミジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン
－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジ
フルオロ－ベンゼンスルホンアミド（化合物１５）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２
－アミノ－ピリミジン－４－イル
【０４７８】
【化９０】

【０４７９】
　[00235]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．３分；
【０４８０】
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【数７３】

【０４８１】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－フルオロ－エチル）－４－
（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－
フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１＝２－フルオロ－エチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝１Ｈ－ピロロ
［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル
【０４８２】
【化９１】

【０４８３】
　[00236]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．６３１分；
【０４８４】

【数７４】

【実施例６】
【０４８５】
Ｎ－｛３－［１－エチル－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼ
ンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝メチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］
ピリジン－４－イル
方法Ａ、ステップｃ
Ｎ－｛３－［１－エチル－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メ
トキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
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式２、式中Ｒ４＝１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル、ＰＧ１＝メトキシメ
チル、Ｒ２９＝エチル、Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０４８６】
【化９２】

【０４８７】
　[00237]マイクロ波管中、Ｎ－｛３－［１－エチル－４－（４，４，５，５－テトラメ
チル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－
２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシ－メチル－ベンゼンスル
ホンアミド（実施例４に記載した通りに調製した）（２７３ｍｇ、０．４９６ｍｍｏｌ）
のＤＭＥ／Ｈ２Ｏ９：１（５ｍＬ）溶液を、アルゴンを５分間吹き込むことにより脱気し
た。次いで４－ヨード－７－アザインドール（１２１ｍｇ、０．４９６ｍｍｏｌ、１当量
）を、続いて炭酸セシウム（２４２ｍｇ、０．７４４ｍｍｏｌ、１．５当量）およびＰｄ
（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２．ＣＨ２Ｃｌ２（３０ｍｇ、０．０３７ｍｍｏｌ、０．０７５当量）
を加えた。混合物をマイクロ波オーブン中１００℃で１時間照射し、次いでＡｃＯＥｔで
希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾
燥し、蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯ
Ｈ９６：４）により精製して、生成物２２０ｍｇを得た。ＡｃＯＥｔ／Ｈｅｘ混合物から
再結晶化した後、純粋なＮ－｛３－［１－エチル－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピ
リジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，
５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド１２２ｍｇ（４５％）を
白色固体として得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．１２分；
【０４８８】

【数７５】

【０４８９】
方法Ａ、ステップｆ
Ｎ－｛３－［１－エチル－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼ
ンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝メチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］
ピリジン－４－イル
【０４９０】
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【化９３】

【０４９１】
　[00238]Ｎ－｛３－［１－エチル－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－
イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオ
ロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（１１６ｍｇ、０．２１４ｍｍｏｌ）
を、ＴＦＡ／Ｈ２Ｏ９：１（２ｍＬ）で５５℃にて１時間処理した。次いで反応混合物を
蒸発乾固し、ＡｃＯＥｔと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した
。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、減圧下で濃縮した。残留物をＨｅｘ／ＭＴＢＥ５：１
混合物（２ｍＬ）と一緒にし、３０分間撹拌し、濾過し、乾燥して、標題化合物９３ｍｇ
（８７％）を白色固体として得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．７９分；
【０４９２】
【数７６】

【実施例７】
【０４９３】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミ
ド（化合物４）
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝メチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリジン－４－
イル
方法Ａ、ステップａ
Ｎ－［３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２
－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホン
アミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル、ＰＧ１＝メトキシメチル、Ｒ２９＝エチル、Ｒ３０＝
２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル
【０４９４】
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【化９４】

【０４９５】
　[00239]マイクロ波管中、Ｎ－［３－（４－ブロモ－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－
３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシ－メチル－
ベンゼンスルホンアミド（実施例１に記載した通りに調製した）（４２０ｍｇ、０．８３
３ｍｍｏｌ）のＤＭＥ／Ｈ２Ｏ９：１（１０ｍＬ）溶液を、アルゴンを５分間吹き込むこ
とにより脱気した。次いで４－ピリジニルボロン酸ピナコールエステル（２５６ｍｇ、１
．２４９ｍｍｏｌ、１．５当量）を、続いて炭酸セシウム（５４３ｍｇ、１．６６６ｍｍ
ｏｌ、２当量）およびＰｄ（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２（６８ｍｇ、０．０８３ｍ
ｍｏｌ、０．１当量）を加えた。混合物をマイクロ波オーブン中１００℃で３０分間照射
した。次いでこれをセライトのパッド上で濾過し、これをＡｃＯＥｔで充分洗浄した。濾
液を飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し
、蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ９
７：３）により精製し、Ｎ－［３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラ
ゾール－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメ
チル－ベンゼンスルホンアミド３７０ｍｇ（８８％）を白色固体として得た。ＨＰＬＣ（
２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．１０分；
【０４９６】
【数７７】

【０４９７】
方法Ｅ、ステップａ
Ｎ－｛３－［１－エチル－４－（１－オキシ－ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－
ベンゼンスルホンアミド
式２２、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝エチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ
【０４９８】
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【化９５】

【０４９９】
　[00240]Ｎ－［３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－
イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼ
ンスルホンアミド（３７０ｍｇ、０．７３６ｍｍｏｌ）のＤＣＭ（５ｍＬ）溶液に、ｍ－
クロロ過安息香酸（３８０ｍｇ、２．２０９ｍｍｏｌ、３当量）を加え、溶液を室温で１
６時間撹拌した。更にｍ－クロロ過安息香酸（１９０ｍｇ、１．１ｍｍｏｌ、１．５当量
）の添加を行い、撹拌を１時間続けた。次いで反応混合物をＤＣＭで希釈し、飽和ＮａＨ
ＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固して
、粗製のＮ－｛３－［１－エチル－４－（１－オキシ－ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシ
メチル－ベンゼンスルホンアミド４１３ｍｇを得、これを精製せずに以下のステップに使
用した。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．２１分；
【０５００】

【数７８】

【０５０１】
方法Ｅ、ステップｃ
Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－エチル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－
メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２Ｇ、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ１６＝ｔｅｒｔ－ブチル；Ｒ
２９＝エチル
【０５０２】
【化９６】

【０５０３】
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　[00241]粗製のＮ－｛３－［１－エチル－４－（１－オキシ－ピリジン－４－イル）－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－
メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（０．７３６ｍｍｏｌ）をトリフルオロメチル
ベンゼン／ＤＣＭ２：１混合物（９ｍＬ）に溶解し、０℃に冷却した。ｔｅｒｔ－ブチル
アミン（０．３８７ｍＬ、３．６８ｍｍｏｌ、５当量）を、続いてｐ－トルエンスルホン
酸無水物（４８０ｍｇ、１．４７２ｍｍｏｌ、２当量）を少しずつ加え、混合物を０℃で
撹拌した。ｔｅｒｔ－ブチルアミンおよびｐ－トルエンスルホン酸無水物の両方を多量に
加えた後、反応混合物をＤＣＭで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄
した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。シリカゲル上でのクロマトグラフ
ィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ９８：２から９５：５）後、Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－
ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２
－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホン
アミド２５６ｍｇ（２ステップかけて６１％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒ

ｔ：７．２３分；
【０５０４】
【数７９】

【０５０５】
方法Ｅ、ステップｅ
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミ
ド（化合物４）
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝メチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリジン－４－
イル
【０５０６】
【化９７】

【０５０７】
　[00242]Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１
－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（２５０ｍｇ、０．４３６ｍｍｏｌ
）を、ＴＦＡ／Ｈ２Ｏ９：１（３ｍＬ）を用いて７０℃で４．５時間処理した。次いで反
応混合物を蒸発乾固し、ＡｃＯＥｔと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブライン
で洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、減圧下で濃縮した。粗生成物をシリカゲル
上でのクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＭｅＯＨ中７ＭのＮＨ３９０：８：２）
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により精製し、次いでエチルエーテルで処理し、濾過し、乾燥して、Ｎ－｛３－［４－（
２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－
フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホンアミド７８ｍｇを白色
固体として得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．１３分；
【０５０８】
【数８０】

【０５０９】
　[00243]適切な出発物質を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物を調
製した：
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－イソプロピル－１Ｈ－ピラ
ゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホ
ンアミド（化合物１２）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝イソプロピル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリジン
－４－イル
【０５１０】

【化９８】

【０５１１】
　[00244]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．４８分；
【０５１２】
【数８１】

【０５１３】
Ｎ－｛３－［４－（２－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－イソプロピル－１Ｈ
－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼン
スルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝イソプロピル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－ブチルアミノ－ピ
リジン－４－イル
【０５１４】
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【化９９】

【０５１５】
　[00245]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．７３分；
【０５１６】
【数８２】

【０５１７】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロプロピル－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスル
ホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝シクロプロピル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリジ
ン－４－イル
【０５１８】
【化１００】

【０５１９】
　[00246]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．３１分；
【０５２０】
【数８３】
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【実施例８】
【０５２１】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－エチル）
－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベ
ンゼンスルホンアミド（化合物１３）
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリジン－４－イル
方法Ａ、ステップａ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１－（テト
ラヒドロ－ピラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メト
キシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル、ＰＧ１＝メトキシメチル、Ｒ２９＝テトラヒドロ－ピ
ラン－２－イル、Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル
【０５２２】
【化１０１】

【０５２３】
　[00247]アルゴン脱気したＮ－｛３－［４－ブロモ－１－（テトラヒドロ－ピラン－２
－イル）－２Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフル
オロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（９００ｍｇ、１．６０７ｍｍｏｌ
）（実施例５に記載した通りに調製した）の１，２－ジメトキシエタン：水９：１（１１
ｍＬ）溶液に、マイクロ波バイアル中４－（４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，
２］ジオキサボロラン－２－イル）－ピリジン（４９４ｍｇ、２．４１ｍｍｏｌ）、炭酸
セシウム（１．０４８ｇ、３．２１４ｍｍｏｌ）およびＰｄ（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２

Ｃｌ２（１３１ｍｇ、０．１６ｍｍｏｌ）をアルゴン雰囲気下で加えた。混合物をマイク
ロ波オーブン中１００℃で４５分間加熱し、次いでこれをセライトのパッドを通して濾過
した。溶液をＡｃＯＥｔと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した
。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュ
クロマトグラフィー（ＡｃＯＥｔ：Ｈｅｘ９：１）により精製して、標題化合物７７０ｍ
ｇ（８５％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．５１分；
【０５２４】
【数８４】

【０５２５】
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方法Ｅ、ステップａ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（１－オキシ－ピリジン－４－イ
ル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェ
ニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２２、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝テトラヒドロ－ピラン－２－イル；Ｒ２
、Ｒ３＝Ｆ
【０５２６】
【化１０２】

【０５２７】
　[00248]２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－
１－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝
－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（７７０ｍｇ、１．３８ｍｍｏｌ）のＤ
ＣＭ（１０ｍＬ）溶液に、３－クロロ－過安息香酸（７１５ｍｇ、４．１４ｍｍｏｌ）を
加え、反応物を室温で終夜撹拌した。更に１当量の酸化剤を加え、更に３０分後、反応混
合物を減圧下で濃縮し、ＡｃＯＥｔと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブライン
で洗浄した。中間体を更には精製せずに次のステップに使用した。
方法Ｅ、ステップｃ
Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラ
ヒドロ－ピラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル
｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２Ｇ、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ１６＝ｔｅｒｔ－ブチル；Ｒ
２９＝テトラヒドロ－ピラン－２－イル
【０５２８】
【化１０３】

【０５２９】
　[00249]２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（１－オキシ－ピリジ
ン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イ
ル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（１．３８ｍｍｏｌ）
のトリフルオロトルエン（２０ｍＬ）懸濁液に、ｔｅｒｔ－ブチルアミン（７２８ｍＬ、
６．９ｍｍｏｌ）を加え、混合物を０℃に冷却した。ｐ－トルエンスルホン酸無水物（９
００ｍｇ、２．７６ｍｍｏｌ）を少しずつ加え、反応物を０℃で撹拌した。３０分後、更
に試薬（ｔｅｒｔ－ブチルアミン、１４６μＬ、ｐ－トルエンスルホン酸無水物、２２５
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と一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。残留物をシリカゲル上
でのフラッシュクロマトグラフィー（Ｈｅｘ：ＡｃＯＥｔ：ＥｔＯＨ７０：２５：５）に
より精製して、標題化合物５７２ｍｇ（６６％収率、２ステップ）を得た。ＨＰＬＣ（２
５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．５７分；
【０５３０】
【数８５】

【０５３１】
方法Ａ、ステップｄ
Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチ
ル－ベンゼンスルホンアミド
式４Ａ、式中Ｒ４＝２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキ
シメチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル
【０５３２】
【化１０４】

【０５３３】
　[00250]Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－２
－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－２Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ
－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（５
７２ｍｇ、０．９１ｍｍｏｌ）の溶液に、ｐ－トルエンスルホン酸一水和物（３４６ｇ、
１．８１８ｍｍｏｌ）を加え、反応混合物を６０℃で３時間撹拌した。反応混合物を減圧
下で濃縮し、ＡｃＯＥｔと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した
。残留物は更なる精製を必要としなかった（４２０ｍｇ、８５％収率）。ＨＰＬＣ（２５
４ｎｍ）：Ｒｔ：６．５１分；
【０５３４】



(111) JP 5938038 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

【数８６】

【０５３５】
方法Ａ、ステップｅ
Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－（２－フ
ルオロ－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５
－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシ
メチル；Ｒ２９＝２－フルオロエチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニ
ル
【０５３６】
【化１０５】

【０５３７】
　[00251]炭酸セシウム（９０ｍｇ、０．２７５ｍｍｏｌ）および１－フルオロ－２－ヨ
ード－エタン（４８ｍｇ、０．２７５ｍｍｏｌ）を、Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－
ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－
フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（１０
０ｍｇ、０．１８３ｍｍｏｌ）のＤＭＦ（２ｍＬ）溶液に加え、懸濁液を５０℃で１時間
撹拌した。混合物を水およびＡｃＯＥｔで処理した。有機層を水およびブラインで再度１
回洗浄し、次いでこれをＮａ２ＳＯ４で乾燥し、減圧下で濃縮した。残留物をシリカゲル
上でのフラッシュクロマトグラフィー（Ｈｅｘ：ＥｔＯＨ８：２）により精製して、標題
化合物４９ｍｇ（４５％収率）を得た。
ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．０４分；
【０５３８】

【数８７】

【０５３９】
　[00252]適切な出発物質を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の中間体を調
製した：
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Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラ
ヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル
｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシ
メチル；Ｒ２９＝テトラヒドロ－ピラン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベン
ゼンスルホニル
【０５４０】
【化１０６】

【０５４１】
　[00253]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．５９分；
【０５４２】

【数８８】

【０５４３】
方法Ｅ、ステップｅ
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（２－フルオロ－エチル）
－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベ
ンゼンスルホンアミド（化合物１３）
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリジン－４－イル
【０５４４】
【化１０７】

【０５４５】
　[00254]Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１
－（２－フルオロ－エチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル
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｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（４９ｍｇ、０
．０８２ｍｍｏｌ）をＴＦＡ：水９：１混合物（１．４ｍＬ）に溶解し、７０℃で３．５
時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮し、次いでＮａＨＣＯ３の飽和溶液と一緒にし
、ＡｃＯＥｔで抽出した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリ
カゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（Ｈｅｘ：ＡｃＯＥｔ：ＥｔＯＨ４：４：２
）により精製して、標題化合物２６ｍｇ（６３％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）
：Ｒｔ：５．０１分；
【０５４６】
【数８９】

【０５４７】
　[00255]適切な出発物質を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物を調
製した：
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロペンチル－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスル
ホンアミド（化合物１７）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝シクロペンチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリジ
ン－４－イル
【０５４８】
【化１０８】

【０５４９】
　[00256]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．０５分；
【０５５０】
【数９０】
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【０５５１】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－シクロヘキシル－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスル
ホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝シクロヘキシル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－アミノ－ピリジ
ン－４－イル］
【０５５２】
【化１０９】

【０５５３】
　[00257]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．３２分；
【０５５４】
【数９１】

【０５５５】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－
４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド（化合物１４）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２
－アミノ－ピリジン－４－イル
【０５５６】
【化１１０】

【０５５７】
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　[00258]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．０９分；
【０５５８】
【数９２】

【実施例９】
【０５５９】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジ
フルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－アミノ－ピリジン－４－イル
方法Ｅ、ステップａ
４－［３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシメチル－ア
ミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－（１－オキシ－ピリジン－４－イル）－ピラゾ
ール－１－イル］－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
式２２、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ２９＝１－ｔｅｒｔ－ブトキ
シカルボニル－ピペリジン－４－イル
【０５６０】

【化１１１】

【０５６１】
　[00259]４－（３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシ
メチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－ピリジン－４－イル－ピラゾール－
１－イル）－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（１．８ｇ、２．７
３７ｍｍｏｌ）（実施例２に記載した通りに調製した）の溶液に、安息香酸（１．４２ｇ
、８．２１０ｍｍｏｌ、３当量）を加え、溶液を室温で５時間撹拌した。更にｍ－クロロ
過安息香酸（３５０ｍｇ、０．７５当量）の添加を行い、撹拌を終夜続けた。次いで反応
混合物をＤＣＭで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層を
Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのフラッシュクロマト
グラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ９５：５）により精製して、４－［３－｛３－［（２，５
－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシメチル－アミノ］－２－フルオロ－フェ
ニル｝－４－（１－オキシ－ピリジン－４－イル）－ピラゾール－１－イル］－ピペリジ
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ン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル１．２３ｇ（６７％）を白色発泡体として
得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．２２分；
【０５６２】
【数９３】

【０５６３】
方法Ｅ、ステップｃ
４－（４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－３－｛３－［（２，
５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシメチル－アミノ］－２－フルオロ－フ
ェニル｝－ピラゾール－１－イル）－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエス
テル
式２Ｇ、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ１６＝ｔｅｒｔ－ブチル；Ｒ
２９＝１－ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル－ピペリジン－４－イル
【０５６４】

【化１１２】

【０５６５】
　[00260]４－［３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシ
メチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－（１－オキシ－ピリジン－４－イル
）－ピラゾール－１－イル］－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（
０．７２７ｍｇ、１．０７９ｍｍｏｌ）をトリフルオロメチル－ベンゼン（５ｍＬ）に溶
解し、０℃に冷却した。ｔｅｒｔ－ブチルアミン（０．５６７ｍＬ、５．３９５ｍｍｏｌ
、５当量）を、続いてｐ－トルエンスルホン酸無水物（７０４ｍｇ、２．１５８ｍｍｏｌ
、２当量）を少しずつ加え、混合物を０℃で撹拌した。ｔｅｒｔ－ブチルアミン（５当量
）およびｐ－トルエンスルホン酸無水物（２当量）の両方を更に２回加えた後、反応混合
物をＤＣＭで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ

２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。シリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（Ｄ
ＣＭ／ＭｅＯＨ９５：５から９：１）後、４－（４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピ
リジン－４－イル）－３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メト
キシメチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－ピラゾール－１－イル）－ピペリジ
ン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル５７４ｍｇ（７３％）を得た。ＨＰＬＣ（
２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．９７分；
【０５６６】
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【数９４】

【０５６７】
Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－ピペリジ
ン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジ
フルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２Ｇ、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ１６＝ｔｅｒｔ－ブチル；Ｒ
２９＝ピペリジン－４－イル
【０５６８】
【化１１３】

【０５６９】
　[00261]４－（４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－３－｛３
－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル）－メトキシメチル－アミノ］－２－
フルオロ－フェニル｝－ピラゾール－１－イル）－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ
－ブチルエステル（２３５ｍｇ、０．３２２ｍｍｏｌ）の無水ジオキサン（１ｍＬ）溶液
に、窒素下室温で４ＮのＨＣｌのジオキサン溶液（１ｍＬ、４ｍｍｏｌ、１２当量）を滴
下添加し、混合物を室温で３０分間撹拌した。溶媒を減圧下で濃縮し、残留物をＡｃＯＥ
ｔで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４

で乾燥し、蒸発乾固して、粗生成物２２０ｍｇを得、これを精製せずに以下のステップに
使用した。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．８９分；
【０５７０】

【数９５】

【０５７１】
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Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－メ
チル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２Ｇ、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ１６＝ｔｅｒｔ－ブチル；Ｒ
２９＝１－メチル－ピペリジン－４－イル
【０５７２】
【化１１４】

【０５７３】
　[00262]Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１
－ピペリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－
２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（６９ｍｇ、０．１
１ｍｍｏｌ）のＭｅＯＨ（１ｍＬ）溶液に、３７％ホルムアルデヒド水溶液（０．０１３
ｍＬ、０．１６５ｍｍｏｌ、１．５当量）を、続いて酢酸（０．０１９ｍＬ、０．３３ｍ
ｍｏｌ、３当量）およびシアノ水素化ホウ素ナトリウム（１３ｍｇ、０．１７６ｍｍｏｌ
、１．６当量）を加え、混合物を室温で１時間撹拌した。次いで溶媒を減圧下で蒸発させ
、残留物をＡｃＯＥｔおよび飽和ＮａＨＣＯ３水溶液と一緒にし、２相を分離した。水酸
化アンモニウムを加えることにより水相をｐＨ１０に塩基性化し、ＡｃＯＥｔで抽出した
。合わせた有機層をブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固して、粗生成物
６６ｍｇ（ＭＯＭ－保護化および脱保護化生成物の混合物）を得、これを精製せずに以下
のステップに使用した。［Ｍ＋Ｈ］＋６４３。
方法Ｅ、ステップｅ
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジ
フルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－アミノ－ピリジン－４－イル
【０５７４】

【化１１５】

【０５７５】
　[00263]粗製のＮ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル
）－１－（１－メチル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－
フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンア
ミド（６６ｍｇ、０．１０３ｍｍｏｌ）を９：１ＴＦＡ／水混合物（１ｍＬ）に溶解し、
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６０℃で８時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮し、次いでＡｃＯＥｔと一緒にし、
ＮａＨＣＯ３の飽和溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃
縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯ
Ｈ／ＭｅＯＨ中７ＭのＮＨ３８０：１５：５）により精製して、標題化合物５７ｍｇを白
色固体として得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．１５分；
【０５７６】
【数９６】

【０５７７】
　[00264]還元アミノ化ステップにおいて適切な試薬を用いた以外は、これと同じ方法に
従って、以下の化合物を調製した：
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－イソプロピル－ピペ
リジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，
５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－イソプロピル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；
Ｒ４＝２－アミノ－ピリジン－４－イル
【０５７８】
【化１１６】

【０５７９】
　[00265]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．３６分；
【０５８０】

【数９７】

【０５８１】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－エチル－ピペリジン
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－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジ
フルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－エチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－アミノ－ピリジン－４－イル］
【０５８２】
【化１１７】

【０５８３】
　[00266]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．２５分；
【０５８４】
【数９８】

【０５８５】
Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－シクロプロピル－ピ
ペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド（化合物２３）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－シクロプロピル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ
；Ｒ４＝２－アミノ－ピリジン－４－イル
【０５８６】
【化１１８】

【０５８７】
　[00267]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．１２分；
【０５８８】
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【数９９】

【０５８９】
　[00268]場合によっては、以下の部分的に脱保護化された生成物も単離した：
Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－ピペリジ
ン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジ
フルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２－ｔｅｒｔ
－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル
【０５９０】
【化１１９】

【０５９１】
　[00269]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．２７分；
【０５９２】

【数１００】

【０５９３】
Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－メ
チル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル
【０５９４】
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【化１２０】

【０５９５】
　[00270]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．４５分；
【０５９６】
【数１０１】

【実施例１０】
【０５９７】
Ｎ－｛３－［１－（１－アセチル－ピペリジン－４－イル）－４－（２－アミノ－ピリジ
ン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－
ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－アセチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４
＝２－アミノ－ピリジン－４－イル
Ｎ－｛３－［１－（１－アセチル－ピペリジン－４－イル）－４－（２－ｔｅｒｔ－ブチ
ルアミノ－ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェ
ニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２Ｇ、式中ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ１６＝ｔｅｒｔ－ブチル；Ｒ
２９＝１－アセチル－ピペリジン－４－イル
【０５９８】

【化１２１】

【０５９９】
　[00271]Ｎ－｛３－［４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１
－ピペリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－
２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（１００ｍｇ、０．
１５９ｍｍｏｌ）（実施例８に記載した通りに調製した）のＤＣＭ（１．５ｍＬ）溶液に
、トリエチルアミン（０．０２４ｍＬ、０．１７５ｍｍｏｌ、１．１当量）を、続いてア
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セチルクロリド（０．０１１ｍＬ、０．１５９ｍｍｏｌ、１当量）を加え、溶液を室温で
１時間撹拌した。次いで反応混合物をＤＣＭで希釈し、水で洗浄した。水相をＤＣＭで逆
抽出した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。
粗生成物をフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＭｅＯＨ中７ＮのＮＨ３

９４：５：１）により精製して、Ｎ－｛３－［１－（１－アセチル－ピペリジン－４－イ
ル）－４－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－
３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベ
ンゼンスルホンアミド９３ｍｇ（８７％）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．
５９分；
【０６００】
【数１０２】

【０６０１】
方法Ｅ、ステップｅ
Ｎ－｛３－［１－（１－アセチル－ピペリジン－４－イル）－４－（２－アミノ－ピリジ
ン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－
ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－アセチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４
＝２－アミノ－ピリジン－４－イル
【０６０２】
【化１２２】

【０６０３】
　[00272]Ｎ－｛３－［１－（１－アセチル－ピペリジン－４－イル）－４－（２－ｔｅ
ｒｔ－ブチルアミノ－ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フル
オロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
（８５ｍｇ、０．１２７ｍｍｏｌ）を９：１ＴＦＡ／水混合物（２ｍＬ）に溶解し、６０
℃で８時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮し、次いでＤＣＭと一緒にし、ＮａＨＣ
Ｏ３の飽和溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固し
た。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ９：１
）により精製して、標題化合物６３ｍｇ（８７％）を白色固体として得た。ＨＰＬＣ（２
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５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．７５分；
【０６０４】
【数１０３】

【実施例１１】
【０６０５】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１－（テト
ラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼン
スルホンアミド（化合物１６）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４
－ピリジニル
方法Ａ、ステップｄ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（４－ピリジン－４－イル－２Ｈ－ピラ
ゾール－３－イル）－フェニル］－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式４Ａ、式中Ｒ４＝４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ３０＝２，５－ジフル
オロ－ベンゼン－スルホニル
【０６０６】
【化１２３】

【０６０７】
　[00273]２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－
１－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝
－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（９５０ｍｇ、１．６１ｍｍｏｌ）（実
施例８に記載した通りに調製した）をＭｅＯＨ（１０ｍＬ）に溶解し、ｐ－トルエンスル
ホン酸一水和物（７００ｍｇ、３．６８ｍｍｏｌ）を加えた。溶液を２時間加熱還流し、
これを減圧下で濃縮し、次いでＤＣＭと一緒にし、ＮａＨＣＯ３の飽和溶液およびブライ
ンで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリカゲル上で
のフラッシュクロマトグラフィー（シクロヘキサン／ＡｃＯＥｔ４／６から２／８）によ
り精製して、標題化合物５５０ｍｇ（７２％）を無色固体として得た。ＨＰＬＣ（２５４
ｎｍ）：Ｒｔ：５．００分；
【０６０８】
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【数１０４】

【０６０９】
方法Ａ、ステップｅ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１－（テト
ラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メト
キシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝テトラヒドロ－ピラ
ン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０６１０】
【化１２４】

【０６１１】
　[00274]炭酸セシウム（２６０ｍｇ、０．８ｍｍｏｌ）およびメタンスルホン酸テトラ
ヒドロ－ピラン－４－イルエステル（１０８ｍｇ、０．６ｍｍｏｌ）を、２，５－ジフル
オロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（４－ピリジン－４－イル－２Ｈ－ピラゾール－３－イ
ル）－フェニル］－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（１９０ｍｇ、０．４
ｍｍｏｌ）のＤＭＦ（３ｍＬ）溶液に加え、懸濁液を７０℃で終夜撹拌した。混合物を水
およびＡｃＯＥｔで処理した。有機層を水およびブラインで再度１回洗浄し、次いでこれ
をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、減圧下で濃縮した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロ
マトグラフィー（ＡｃＯＥｔ：Ｈｅｘ９５：５）により精製して、標題化合物６０ｍｇ（
２７％収率）を得た。［Ｍ＋Ｈ］＋５５９。
方法Ａ、ステップｆ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－１－（テト
ラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼン
スルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４
－ピリジニル
【０６１２】
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【化１２５】

【０６１３】
　[00275]２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－
１－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝
－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（６０ｍｇ、０．１０７ｍｍｏｌ）をＴ
ＦＡ：水９：１混合物（１ｍＬ）に溶解し、７０℃で２時間撹拌した。反応混合物を減圧
下で濃縮し、次いでＮａＨＣＯ３の飽和溶液と一緒にし、ＡｃＯＥｔで抽出した。有機層
をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマト
グラフィー（ＡｃＯＥｔ）により精製して、標題化合物４７ｍｇ（８５％収率）を得た。
ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．６３分；
【０６１４】
【数１０５】

【０６１５】
　[00276]適切な出発物質を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物を調
製した：
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－フルオロ－エチル）－４－
ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンア
ミド（化合物７）
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０６１６】
【化１２６】

【０６１７】
　[00277]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．５４分；
【０６１８】
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【数１０６】

【実施例１２】
【０６１９】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－（２－フルオロ－３－｛１－［２－（４－メチル－ピペラジン
－１－イル）－エチル］－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－フ
ェニル）－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１＝４－メチル－ピペラジン－１－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
４－ピリジニル
方法Ｃ、ステップｋ
Ｎ－（３－｛４－ブロモ－１－［２－（テトラヒドロ－ピラン－２－イルオキシ）－エチ
ル］－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－２－フルオロ－フェニル）－２，５－ジフルオロ
－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝２－（テトラヒドロ－ピラ
ン－２－イルオキシ）－エチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０６２０】

【化１２７】

【０６２１】
　[00278]Ｎ－［３－（４－ブロモ－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フルオロ－フ
ェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（３４６
ｍｇ、０．７２６ｍｍｏｌ）（調製例１に記載した通りに調製した）の無水ＤＭＦ（４ｍ
Ｌ）溶液を、アルゴン雰囲気下で０℃に冷却し、水素化ナトリウム（鉱油中６０％、８７
ｍｇ、２．１７９ｍｍｏｌ、３当量）を加えた。混合物を０℃で３０分間撹拌し、次いで
２－（２－ブロモ－エトキシ）－テトラヒドロ－ピラン（０．１６５ｍＬ、１．０８９ｍ
ｍｏｌ、１．５当量）を滴下添加し、混合物を０℃で１時間撹拌した。次いで反応混合物
をＡｃＯＥｔで希釈し、水およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、
蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（シクロヘキ
サン／ＡｃＯＥｔ５５：４５）により精製して、所望の位置異性体Ｎ－（３－｛４－ブロ
モ－１－［２－（テトラヒドロ－ピラン－２－イルオキシ）－エチル］－１Ｈ－ピラゾー
ル－３－イル｝－２－フルオロ－フェニル）－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル
－ベンゼンスルホンアミド２４３ｍｇ（５５％）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ

：７．２１分；
【０６２２】
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【数１０７】

【０６２３】
方法Ａ、ステップａ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－（２－フルオロ－３－｛４－ピリジン－４－イル－１－［２－
（テトラヒドロ－ピラン－２－イルオキシ）－エチル］－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝
－フェニル）－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝２－（テトラヒド
ロ－ピラン－２－イルオキシ）－エチル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スル
ホニル
【０６２４】
【化１２８】

【０６２５】
　[00279]アルゴン脱気したＮ－（３－｛４－ブロモ－１－［２－（テトラヒドロ－ピラ
ン－２－イルオキシ）－エチル］－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－２－フルオロ－フェ
ニル）－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（２３３ｍ
ｇ、０．３８５ｍｍｏｌ）の１，２－ジメトキシエタン：水９：１（４．５ｍＬ）溶液に
、マイクロ波バイアル中４－（４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサ
ボロラン－２－イル）－ピリジン（１１８ｍｇ、０．５７８ｍｍｏｌ、１．５当量）、炭
酸セシウム（２５１ｍｇ、０．７７０ｍｍｏｌ、２当量）およびＰｄ（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２

・ＣＨ２Ｃｌ２（３１ｍｇ、０．０３８ｍｍｏｌ、０．１当量）をアルゴン雰囲気下で加
えた。混合物をマイクロ波オーブン中１００℃で３０分間加熱し、次いでこれをセライト
のパッドを通して濾過し、これをＡｃＯＥｔで充分洗浄した。濾液を飽和ＮａＨＣＯ３水
溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物
をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ９７：３）により
精製して、標題化合物２１０ｍｇ（９０％）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６
．３８分；
【０６２６】
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【数１０８】

【０６２７】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－ヒドロキシ－エチル）－４
－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチ
ル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル、ＰＧ１＝メトキシメチル、Ｒ２９＝２－ヒドロキシ－
エチル、Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０６２８】
【化１２９】

【０６２９】
　[00280]２，５－ジフルオロ－Ｎ－（２－フルオロ－３－｛４－ピリジン－４－イル－
１－［２－（テトラヒドロ－ピラン－２－イルオキシ）－エチル］－１Ｈ－ピラゾール－
３－イル｝－フェニル）－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（２０５ｍｇ、
０．３４０ｍｍｏｌ）のＭｅＯＨ（２ｍＬ）溶液に、ｐ－トルエンスルホン酸一水和物（
７８ｍｇ、０．４０８ｍｍｏｌ、１．２当量）を加え、反応混合物を室温で２時間撹拌し
た。次いでこれをＤＣＭで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。
有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。粗生成物（１８１ｍｇ）を更には精製せ
ずに以下のステップに使用した。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．２７分；
【０６３０】

【数１０９】

【０６３１】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－（２－フルオロ－３－｛１－［２－（４－メチル－ピペラジン
－１－イル）－エチル］－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－フ
ェニル）－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル、ＰＧ１＝メトキシメチル、Ｒ２９＝２－（４－メチル
－ピペラジン－１－イル）－エチル、Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニ
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【０６３２】
【化１３０】

【０６３３】
　[00281]２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－ヒドロキシ－エ
チル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メ
トキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（１７７ｍｇ、０．３４１ｍｍｏｌ）の無水ＤＣ
Ｍ（２ｍＬ）溶液に、トリエチルアミン（０．０４７ｍＬ、０３４１ｍｍｏｌ、１当量）
を、続いてメシルクロリド（０．０３４ｍＬ、０．３４１ｍｍｏｌ、１当量）を加え、混
合物を室温で１時間撹拌した。次いでＮ－メチルピペラジン（０．０４０ｍＬ、１当量）
を加え、反応混合物を室温で１時間撹拌した。次いで溶媒をアセトニトリルに変え、反応
物を８０℃に加熱した。１時間後、更に２当量のＮ－メチルピペラジンを加え、加熱を続
けた。更に２当量のＮ－メチルピペラジンを加え、更に３時間加熱した後、反応物をＡｃ
ＯＥｔで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液で洗浄した。水相をｐＨ１１に塩基性化し、Ａ
ｃＯＥｔで抽出した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮
乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＥｔＯ
Ｈ／ＭｅＯＨ中７ＮのＮＨ３９０：８：２）により精製して、標題化合物１１４ｍｇを得
た。
２，５－ジフルオロ－Ｎ－（２－フルオロ－３－｛１－［２－（４－メチル－ピペラジン
－１－イル）－エチル］－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－フ
ェニル）－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１＝４－メチル－ピペラジン－１－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
４－ピリジニル］
【０６３４】
【化１３１】

【０６３５】
　[00282]２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－
１－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝
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ＦＡ：水９：１混合物（２ｍＬ）に溶解し、６０℃で１時間撹拌した。反応混合物を減圧
下で濃縮し、次いでＮａＨＣＯ３の飽和溶液と一緒にし、ＡｃＯＥｔで抽出した。有機層
をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマト
グラフィー（ＤＣＭ／ＥｔＯＨ／ＭｅＯＨ中７ＮのＮＨ３８０：１５：５）により精製し
て、標題化合物４４ｍｇ、少量の位置異性体の不純物を得た。ＡｃＯＥｔから結晶化した
後、純粋な２，５－ジフルオロ－Ｎ－（２－フルオロ－３－｛１－［２－（４－メチル－
ピペラジン－１－イル）－エチル］－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－
イル｝－フェニル）－ベンゼンスルホンアミド３３ｍｇを白色固体として得た。ＨＰＬＣ
（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．５９分；
【０６３６】
【数１１０】

【０６３７】
　[00283]求核置換において適切な求核剤を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以
下の化合物を調製した：
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（２－ピペリジン－１－イル－エ
チル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－ベンゼ
ンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１＝ピペリジン－１－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニ
ル
【０６３８】

【化１３２】

【０６３９】
　[00284]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．９６分；
【０６４０】
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【数１１１】

【実施例１３】
【０６４１】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン－４－
イル）－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－
３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド（化合物８）
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル
方法Ａ、ステップｂ
４－［３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシメチル－ア
ミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－（４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，
２］ジオキサボロラン－２－イル）－ピラゾール－１－イル］－ピペリジン－１－カルボ
ン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
式３、式中Ｍ’＝４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２
－イル、ＰＧ１＝メトキシメチル、Ｒ２９＝１－ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル、Ｒ３０
＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０６４２】
【化１３３】

【０６４３】
　[00285]アルゴン脱気した４－（４－ブロモ－３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベ
ンゼンスルホニル）－メトキシメチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－ピラゾー
ル－１－イル）－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（実施例２、方
法Ｃ、ステップｋ参照）（７３０ｍｇ、１．１０７３ｍｍｏｌ）のトルエン（１１ｍＬ）
溶液に、マイクロ波バイアル中４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサ
ボロラン（１．４１１ｇ、１１．０７ｍｍｏｌ）、ＴＥＡ（０．３８５ｍＬ、２．７７ｍ
ｍｏｌ）、２－ジシクロヘキシルホスフィノ－２’，６’－ジメトキシ－１，１’－ビフ
ェニル（４６ｍｇ、０．１１１ｍｍｏｌ）およびビス（アセトニトリル）ジクロロパラジ
ウム（ＩＩ）（１４ｍｇ、０．０５６ｍｍｏｌ）をアルゴン雰囲気下で加えた。混合物を
マイクロ波オーブン中９０℃で３０分間加熱し、次いでこれをセライトのパッドを通して
濾過した。溶液を濃縮乾固し、残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー
（Ｈｅｘ／ＡｃＯＥｔ８：２）により精製して、標題化合物３５４ｍｇ（４５％収率）を
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得た。［Ｍ＋Ｈ］＋７０７。
方法Ａ、ステップｃ
４－［３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシメチル－ア
ミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－
イル）－ピラゾール－１－イル］－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステ
ル
式２、式中Ｒ４＝１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル、ＰＧ１＝メトキシメ
チル、Ｒ２９＝２－（４－メチル－ピペラジン－１－イル）－エチル、Ｒ３０＝２，５－
ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０６４４】
【化１３４】

【０６４５】
　[00286]マイクロ波管中、４－［３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホ
ニル）－メトキシメチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－（４，４，５，５
－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２－イル）－ピラゾール－１－イル
］－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（３５４ｍｇ、０．５０１ｍ
ｍｏｌ）のＤＭＥ／Ｈ２Ｏ９：１（５ｍＬ）溶液を、アルゴンを５分間吹き込むことによ
り脱気した。次いで４－ヨード－７－アザインドール（１３４ｍｇ、０．５０１ｍｍｏｌ
、１当量）を、続いて炭酸セシウム（３２５ｍｇ、１．０ｍｍｏｌ、２当量）およびＰｄ
（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２（８２ｍｇ、０．０５０ｍｍｏｌ、０．２当量）を加
えた。混合物をマイクロ波オーブン中９０℃で１時間照射し、次いでセライトのパッドを
通して濾過し、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ

４で乾燥し、蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのクロマトグラフィー（ＤＣＭ／
ＭｅＯＨ９８：２）により精製して、標題化合物２７０ｍｇ（３５％収率）を白色固体と
して得た。［Ｍ＋Ｈ］＋６９７。
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－ピペリジン－４－イル－４－（１
Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェ
ニル｝－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１＝ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝１Ｈ－ピロロ
［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル
【０６４６】
【化１３５】
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【０６４７】
　[00287]４－［３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシ
メチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリ
ジン－４－イル）－ピラゾール－１－イル］－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブ
チルエステル（１３０ｍｇ、０．１８７ｍｍｏｌ）を９：１ＴＦＡ／水混合物（１ｍＬ）
に溶解し、６０℃で１時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮し、次いでトルエンと一
緒にし、３回濃縮乾固した。粗製物を更には精製せずに以下のステップに使用した。［Ｍ
＋Ｈ］＋５５３。
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（１－メチル－ピペリジン－４－
イル）－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－
３－イル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル
【０６４８】

【化１３６】

【０６４９】
　[00288]２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－ピペリジン－４－イル
－４－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イ
ル］－フェニル｝－ベンゼンスルホンアミド（１０３ｍｇ、０．１８７ｍｍｏｌ）のＭｅ
ＯＨ（２ｍＬ）溶液に、３７％ホルムアルデヒド水溶液（０．０２１ｍＬ、０．２８１ｍ
ｍｏｌ、１．５当量）を、続いて酢酸（０．０３２ｍＬ、０．５６ｍｍｏｌ、３当量）お
よびシアノ水素化ホウ素ナトリウム（１９ｍｇ、０．２９９ｍｍｏｌ、１．６当量）を加
え、混合物を室温で２時間撹拌した。次いで溶媒を減圧下で蒸発させ、残留物をＡｃＯＥ
ｔと一緒にし、ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で
乾燥し、蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのクロマトグラフィー（ＤＣＭ／Ｍｅ
ＯＨ／ＮＨ３水溶液９０：１０：１）により精製した。このように得られた物質をジエチ
ルエーテルで溶解し、濾過して、標題化合物１６ｍｇ（２ステップかけて１５％収率）を
白色固体として得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．６６分；
【０６５０】

【数１１２】

【実施例１４】
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【０６５１】
Ｎ－［３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２
－フルオロ－フェニル］－３－フルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝ＣＨ３；Ｒ２＝Ｈ；Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
方法Ｃ、ステップａ
｛２－フルオロ－３－［２－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－２Ｈ－ピラゾール－
３－イル］－フェニル｝－カルバミン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
式９、式中ＰＧ１＝ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル、Ｒ３０＝Ｈ、Ｒ２９＝テトラヒドロ
－ピラン－２－イル
【０６５２】
【化１３７】

【０６５３】
　[00289]マイクロ波管中、Ｎ－Ｂｏｃ－３－ブロモ－２－フルオロ－アニリン（３００
ｍｇ、１．０３４ｍｍｏｌ）を９：１ＤＭＥ／Ｈ２Ｏ混合物（１２ｍＬ）に溶解し、アル
ゴンを溶液に１０分間吹き込んだ。次いで１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－２－イル
）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）
－１Ｈ－ピラゾール（ＷＯ２０１０／０１０１５４に記載した通りに調製した）（５７６
ｍｇ、２．０７１ｍｍｏｌ、２当量）を、続いて炭酸セシウム（１．０ｇ、３当量）およ
びＰｄ（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２（８４ｍｇ、１４．６ｍｍｏｌ、０．１当量）
を加え、反応混合物を１００℃で３０分間照射した。更に１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピ
ラン－２－イル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラ
ン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（１当量）の添加を行い、２回目のマイクロ波サイク
ルを１００℃で３０分間行った。次いで混合物をセライトのパッド上で濾過し、これをＡ
ｃＯＥｔで洗浄した。濾液を水およびブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾
固した。粗製物をシリカゲル上でのクロマトグラフィー（Ｈｅｘ／ＡｃＯＥｔ８：２）に
より精製して、Ｎ－テトラヒドロピラニル－ピラゾール（ＮＭＲタイトル約５７％）を不
純物として含む｛２－フルオロ－３－［２－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－２Ｈ
－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－カルバミン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル５７０
ｍｇを得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．８２分；
【０６５４】
【数１１３】

【０６５５】
方法Ｃ、ステップｅ
［２－フルオロ－３－（２Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－カルバミン酸ｔｅ
ｒｔ－ブチルエステル
式１７、式中ＰＧ１＝ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル、Ｒ３０＝Ｈ
【０６５６】
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【化１３８】

【０６５７】
　[00290]粗製の｛２－フルオロ－３－［２－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－２
Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－カルバミン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（最
大理論量１．０３４ｍｍｏｌを含む５７０ｍｇ）のＭｅＯＨ（１０ｍＬ）溶液に、ｐ－ト
ルエンスルホン酸（４８ｍｇ）を加え、溶液を室温で２時間撹拌した。次いで反応混合物
を減圧下で濃縮し、ＡｃＯＥｔ（１００ｍＬ）と一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液（２
×５０ｍＬ）およびブライン（５０ｍＬ）で洗浄した。有機相をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、
蒸発乾固して、粗生成物４００ｍｇを得た。［Ｍ＋Ｈ］＋２７８。
方法Ｃ、ステップｇ
［３－（４－ブロモ－２Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－カル
バミン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
式１８、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ、ＰＧ１＝ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル、Ｒ３０＝Ｈ
【０６５８】

【化１３９】

【０６５９】
　[00291]［２－フルオロ－３－（２Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－カルバ
ミン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（４００ｍｇ、最大理論量１．０３４ｍｍｏｌを含む）
のＤＣＭ（５ｍＬ）撹拌溶液に、Ｎ－ブロモスクシンイミド（１６０ｍｇ、０．９ｍｍｏ
ｌ）を加え、溶液を室温で１６時間撹拌した。更にＮＢＳ（１６ｍｇ）を加え、更に１時
間撹拌した後、次いで混合物をＤＣＭ（５０ｍＬ）で希釈し、１０％ＮａＨＳＯ３水溶液
（２×１０ｍＬ）およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固
した。粗生成物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（シクロヘキサン／Ａ
ｃＯＥｔ８：２から７：３）により精製して、標題化合物３１０ｍｇ（３ステップかけて
８４％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．２８分；
【０６６０】
【数１１４】

【０６６１】
方法Ｃ、ステップｋ
［３－（４－ブロモ－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フルオロ－フェ
ニル］－カルバミン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
式１、式中Ｈａｌ＝Ｂｒ、ＰＧ１＝ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル、Ｒ３０＝Ｈ、Ｒ２９
＝エチル
【０６６２】
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【化１４０】

【０６６３】
　[00292]［３－（４－ブロモ－２Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フルオロ－フェニ
ル］－カルバミン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（３０５ｍｇ、０．８５６ｍｍｏｌ）をＤ
ＣＭ（４．５ｍＬ）に溶解し、３２％ＮａＯＨ水溶液（４．５ｍＬ）を、続いてヨウ化エ
チル（０．０７６ｍＬ、０．９４２ｍｍｏｌ、１．１当量）およびテトラブチルアンモニ
ウムブロミド（２８ｍｇ、０．０８６ｍｍｏｌ、０．１当量）を加え、２相混合物を室温
で１時間激しく撹拌した。次いで更にテトラブチルアンモニウムブロミド２６ｍｇおよび
ヨウ化エチル０．０３０ｍＬを加え、反応混合物を更に３時間撹拌した。次いで混合物を
ＤＣＭおよび水で希釈し、２相を分離した。水相をＤＣＭで抽出した。合わせた有機層を
水およびブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。２種の位置異性体を
シリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（シクロヘキサン／ＡｃＯＥｔ９：１）
により分離して、Ｎ１－アルキル化生成物１５３ｍｇ（４６％）（Ｎ－［３－（４－ブロ
モ－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－
ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミドおよびＮ２－アルキル化生成
物７８ｍｇを得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．０３分；
【０６６４】

【数１１５】

【０６６５】
方法Ａ、ステップａ
［３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フ
ルオロ－フェニル］－カルバミン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル、ＰＧ１＝ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル、Ｒ３０＝Ｈ
、Ｒ２９＝エチル
【０６６６】
【化１４１】

【０６６７】
　[00293]アルゴン脱気した（Ｎ－［３－（４－ブロモ－１－エチル－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－
ベンゼンスルホンアミド（１５３ｍｇ、０．３９８ｍｍｏｌ）の１，２－ジメトキシエタ
ン：水９：１（４ｍＬ）溶液に、マイクロ波バイアル中４－（４，４，５，５－テトラメ
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チル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２－イル）－ピリジン（１２２ｍｇ、０．５９
７ｍｍｏｌ、１．５当量）、炭酸セシウム（２６０ｍｇ、０．７９８ｍｍｏｌ、２当量）
およびＰｄ（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２（３３ｍｇ、０．０４０ｍｍｏｌ、０．１
当量）をアルゴン雰囲気下で加えた。混合物をマイクロ波オーブン中１００℃で３０分間
加熱し、次いでこれをセライトのパッドを通して濾過した。溶液をＡｃＯＥｔと一緒にし
、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、
濃縮乾固した。粗生成物を更には精製せずに以下のステップに使用した。［Ｍ＋Ｈ］＋３
８３。
方法Ａ、ステップｇ
３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２－フル
オロ－フェニルアミン
式５Ａ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝メチル；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０６６８】
【化１４２】

【０６６９】
　[00294]［３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル
）－２－フルオロ－フェニル］－カルバミン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（２００ｍｇ、
０．５２３ｍｍｏｌ）のＤＣＭ（３ｍＬ）溶液に、トリフルオロ酢酸２ｍＬを加え、混合
物を室温で２時間撹拌した。次いで混合物を蒸発乾固し、残留物をＤＣＭと一緒にし、飽
和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮
乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯ
Ｈ９８：２）により精製して、標題化合物８６ｍｇ（２ステップかけて７７％収率）を得
た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．５４分；
【０６７０】

【数１１６】

【０６７１】
方法Ａ、ステップｈ
Ｎ－［３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２
－フルオロ－フェニル］－３－フルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１、Ｒ２＝Ｈ；Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０６７２】
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【化１４３】

【０６７３】
　[00295]３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）
－２－フルオロ－フェニルアミン（４０ｍｇ、０．１４２ｍｍｏｌ）の無水ピリジン（２
ｍＬ）溶液に、０℃で３－フルオロベンゼンスルホニルクロリド（０．０１８ｍＬ、１当
量）を加え、混合物を０℃で１時間撹拌した。次いでこれをＤＣＭで希釈し、０．５Ｎの
ＨＣｌ水溶液（３×８０ｍＬ）およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥
し、蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ
／ＭｅＯＨ９８：２）により精製して、標題化合物３０ｍｇを白色粉体として得た。ＨＰ
ＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．７１分；
【０６７４】
【数１１７】

【０６７５】
　[00296]適切なスルホニルクロリドを用いることにより、これと同じ方法に従って、以
下の化合物も調製した：
Ｎ－［３－（１－エチル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－２
－フルオロ－フェニル］－２－フルオロ－ベンゼン－スルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝２；Ｒ１、Ｒ３＝Ｈ；Ｒ２＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０６７６】
【化１４４】

【０６７７】
　[00297]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．５５分；
【０６７８】
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【数１１８】

【実施例１５】
【０６７９】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラ
ゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝Ｈ；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
方法Ａ、ステップｆ
　[00298]２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－ピリジン－４－イル－
１－（テトラヒドロ－ピラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝
－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（２．８６ｇ、５．１０２ｍｍｏｌ）（
実施例８、方法Ａ、ステップａ参照）を９：１ＴＦＡ／水混合物（１５ｍＬ）に溶解し、
６０℃で２時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮し、次いでＡｃＯＥｔと一緒にし、
ＮａＨＣＯ３の飽和溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃
縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯ
Ｈ９５：５）により精製して、標題化合物９３６ｍｇを白色固体として得た（４３％収率
）。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．００分；
【０６８０】
【数１１９】

【実施例１６】
【０６８１】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（１－オキセタン－３－イル－４－ピリ
ジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド
（化合物２１）
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝オキセタン－３－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニ
ル
【０６８２】
【化１４５】

【０６８３】
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　[00299]２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（４－ピリジン－４－イル－
１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－ベンゼンスルホンアミド（２００ｍｇ、０
．４６５ｍｍｏｌ）（実施例１５に記載した通りに調製した）の無水ＤＭＦ（４ｍＬ）溶
液を、予めｎ－ヘキサンで洗浄した水素化ナトリウム（鉱油中６０％）（４６ｍｇ、１．
１６２ｍｍｏｌ、２．５当量）にアルゴン雰囲気下で加え、０℃に冷却した。０℃で４０
分間撹拌した後、乾燥ＤＭＦ（１ｍＬ）に溶解した調製したての３－オキセタノールトリ
フルオロメタンスルホニルエステル（１４４ｍｇ、０．６８９ｍｍｏｌ、１．５当量）を
加え、混合物を０℃で１時間撹拌した。次いで更に水素化ナトリウム（４０ｍｇ）および
３－オキセタノールトリフルオロ－メタンスルホニルエステル（４０ｍｇ）の添加を行い
、次いで反応混合物を一晩室温に加温した。次いで反応混合物を水および酢酸エチルで希
釈した。水相を２ＮのＨＣｌでｐＨ４～５にし、酢酸エチルで抽出した。有機相をＮａ２

ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフ
ィー（酢酸エチル／ｎ－ヘキサン７：３）により精製して、標題生成物２４ｍｇを白色固
体として得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．９９分；
【０６８４】
【数１２０】

【０６８５】
　[00300]この合成の間、以下の副生成物も単離した：
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（オキセタン－２－イル）－４－
（ピリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］フェニル｝ベンゼンスルホンア
ミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝オキセタン－２－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニ
ル
【０６８６】
【化１４６】

【０６８７】
　[00301]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．４４分；
【０６８８】
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【０６８９】
　[00302]適切なアルキル化剤を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物
を調製した：
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（３－メチル－オキセタン－３－
イルメチル）－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－
ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝３－メチル－オキセタン－３－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
４－ピリジニル
【０６９０】
【化１４７】

【０６９１】
　[00303]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．７０分；
【０６９２】

【数１２２】

【０６９３】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［４－（ピリジン－４－イル）－１－（
テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イルメチル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］フェニ
ル｝ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝１；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝４－ピリジニル
【０６９４】
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【化１４８】

【０６９５】
　[00304]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．７０分；
【０６９６】
【数１２３】

【実施例１７】
【０６９７】
Ｎ－［３－（１－シクロプロピル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イ
ル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝シクロプロピル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
方法Ａ、ステップｅ
Ｎ－［３－（１－シクロプロピル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イ
ル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼン
スルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝４－ピリジニル、ＰＧ１＝メトキシメチル、Ｒ２９＝シクロプロピル、
Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０６９８】
【化１４９】

【０６９９】
　[00305]２，５－ジフルオロ－Ｎ－［２－フルオロ－３－（４－ピリジン－４－イル－
２Ｈ－ピラゾール－３－イル）－フェニル］－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンア
ミド（３００ｍｇ、０．６３２ｍｍｏｌ）（実施例１１、方法Ａ、ステップｄ参照）、シ
クロプロピルボロン酸（１３１ｍｇ、１．３２ｍｍｏｌ、２．５当量）および炭酸ナトリ
ウム（１６２ｍｇ、１．３２ｍｍｏｌ、２．５当量）を懸濁し、ジクロロエタン（６ｍＬ
）中室温で撹拌した。この懸濁液に、７０℃に加温した酢酸銅（ＩＩ）（１３８ｍｇ、０
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．７５８ｍｍｏｌ、１．２当量）および［２，２’］ビピリジニル（１１５ｍｇ、０．７
５８ｍｍｏｌ、１．２当量）のジクロロエタン（８．５ｍＬ）溶液を滴下方法で加えた。
混合物を７０℃で３時間撹拌した。冷却した後、反応混合物をＤＣＭで希釈し、ＮＨ４Ｃ
ｌの飽和溶液およびブラインで洗浄した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した
。残留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ９８：１
．５）により精製して、標題化合物２９０ｍｇ（８９％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４
ｎｍ）：Ｒｔ：６．２５分；
【０７００】
【数１２４】

【０７０１】
方法Ａ、ステップｆ
Ｎ－［３－（１－シクロプロピル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－３－イ
ル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝シクロプロピル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝４－ピリジニル
【０７０２】

【化１５０】

【０７０３】
　[00306]Ｎ－［３－（１－シクロプロピル－４－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾー
ル－３－イル）－２－フルオロ－フェニル］－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル
－ベンゼンスルホンアミド（７１ｍｇ、０．１３８ｍｍｏｌ）をＴＦＡ：水９：１混合物
（１ｍＬ）に溶解し、６０℃で２時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮し、次いでＮ
ａＨＣＯ３の飽和溶液と一緒にし、ＤＣＭで抽出した。有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、
濃縮乾固した。残留物をジエチルエーテルと一緒にし、濾過して、標題化合物６４ｍｇ（
９９％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．８５分；
【０７０４】
【数１２５】

【実施例１８】
【０７０５】
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Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－２
－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－４－イル］ピリジン－２－イル｝アセトアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－アセチルアミノ－ピリジン－４－イル
【０７０６】
【化１５１】

【０７０７】
　[00307]Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ
－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド（６５ｍｇ、０．１２３ｍｍｏｌ）（実施例
８に記載した通りに調製した）のＤＣＭ（１ｍＬ）溶液に、０℃で塩化アセチル（０．０
３０ｍＬ、０．３６９ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（０．０６８ｍＬ、０．４９２
ｍｍｏｌ、４当量）を加え、反応物を室温で２時間撹拌した。反応混合物をＤＣＭで希釈
し、水で、次いでブラインで１回洗浄した。反応混合物を減圧下で濃縮し、粗製の過アセ
チル化生成物をＭｅＯＨ（１ｍＬ）で溶解し、１ＮのＮａＯＨ（０．５ｍＬ）で処理して
、２種の所望しないアセチル基を加水分解した。室温で１時間後、反応混合物を減圧下で
濃縮し、ＡｃＯＥｔと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。残
留物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ：ＭｅＯＨ：ＭｅＯＨ中
７ＮのＮＨ３９８：１：１）により精製して、標題化合物４９ｍｇ（６１％収率）を得た
。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．６５分；
【０７０８】
【数１２６】

【０７０９】
　[00308]適切なアシル化剤を用いた以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物を
調製した：
Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－２
－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－４－イル］ピリジン－２－イル｝－２－メチル－プロパンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－メチルプロパンアミド－ピリジン－４－イル
【０７１０】
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【化１５２】

【０７１１】
　[00309]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．３２分；
【０７１２】
【数１２７】

【０７１３】
　[00310]Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－メチル－
ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－
２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホンアミド（実施例９に記載した通りに調製した）か
ら出発した以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物を調製した：
Ｎ－｛４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－２
－フルオロフェニル）－１－（１－メチル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール
－４－イル］ピリジン－２－イル｝アセトアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－アセチルアミノ－ピリジン－４－イル
【０７１４】
【化１５３】

【０７１５】
　[00311]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．４１分；
【０７１６】
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【数１２８】

【実施例１９】
【０７１７】
Ｎ－｛３－［４－（２－シアノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－
４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－シアノ－ピリジン－４－イル
方法Ａ、ステップｂ
２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（テトラヒドロ－ピラン－４－イ
ル）－４－（４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２－イ
ル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスル
ホンアミド
式３、式中Ｍ’＝４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２
－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝テトラヒドロピラン－４－イル；Ｒ３０＝２
，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０７１８】
【化１５４】

【０７１９】
　[00312]マイクロ波バイアル中、Ｎ－｛３－［４－ブロモ－１－（テトラヒドロ－ピラ
ン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－
ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（５９０ｍｇ、１．０５３ｍ
ｍｏｌ）（実施例１に記載した通りに調製した）を乾燥トルエン（１０ｍＬ）に溶解し、
これを脱気するためにアルゴンを５分間溶液に吹き込んだ。次いでトリエチルアミン（０
．３６７ｍＬ、２．６３３ｍｍｏｌ、２．５当量）を、続いてＳ－Ｐｈｏｓ（４３ｍｇ、
０．１０５ｍｍｏｌ、０．１当量）、ＰｄＣｌ２（ＣＨ３ＣＮ）２（１４ｍｇ、０．０５
３ｍｍｏｌ、０．０５当量）およびピナコールボラン（１．５ｍＬ、１０．５３ｍｍｏｌ
、１０当量）を加えた。次いでバイアルを密封し、混合物をマイクロ波オーブン中９０℃
で３０分間照射した。次いで更にＳ－Ｐｈｏｓ（４３ｍｇ）およびＰｄＣｌ２（ＣＨ３Ｃ
Ｎ）２（１４ｍｇ）を加え、混合物を２回目のマイクロ波サイクルに供した。次いでこれ
をセライトのパッドを通して濾過し、これを酢酸エチルで充分洗浄した。濾液を水および
ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、蒸発乾固した。残留物をシリカゲル上での
フラッシュクロマトグラフィー（ｎ－ヘキサン／ＡｃＯＥｔ７：３）により精製して、脱
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臭素化副生成物を不純物として含む標題生成物８９０ｍｇを得た。生成物を更には精製せ
ずに以下のステップに使用した。
方法Ａ、ステップｃ
Ｎ－｛３－［４－（２－シアノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－
４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－シアノピリジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝テ
トラヒドロ－ピラン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０７２０】
【化１５５】

【０７２１】
　[00313]マイクロ波管中、２，５－ジフルオロ－Ｎ－｛２－フルオロ－３－［１－（テ
トラヒドロ－ピラン－４－イル）－４－（４，４，５，５－テトラメチル－［１，３，２
］ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－フェニル｝－Ｎ－メ
トキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（４２０ｍｇ、０．６９１ｍｍｏｌ）のＤＭＥ／
Ｈ２Ｏ９：１（１０ｍＬ）溶液を、アルゴンを５分間吹き込むことにより脱気した。次い
で４－ブロモ－２－シアノ－ピリジン（２５２ｍｇ、１．３８３ｍｍｏｌ、２当量）を、
続いて炭酸セシウム（５６３ｍｇ、１．７２８ｍｍｏｌ、２．５当量）およびＰｄ（ｄｐ
ｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２（５６ｍｇ、０．０６９ｍｍｏｌ、０．１当量）を加えた。
混合物をマイクロ波オーブン中１００℃で３０分間照射し、次いで酢酸エチルと飽和Ｎａ
ＨＣＯ３水溶液との間で分配した。２相を分離し、有機層を飽和ＮａＨＣＯ３水溶液で、
次いでブラインで再度洗浄した。合わせた有機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した
。粗生成物をシリカゲル上でのクロマトグラフィー（シクロヘキサン／酢酸エチル濃度勾
配１：１から１：２）により精製して、標題化合物２１０ｍｇ（５２％収率）を白色固体
として得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：６．６９分；
【０７２２】
【数１２９】

【０７２３】
方法Ａ、ステップｆ
Ｎ－｛３－［４－（２－シアノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－
４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフ
ルオロ－ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－シアノ－ピリジン－４－イル
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【０７２４】
【化１５６】

【０７２５】
　[00314]Ｎ－｛３－［４－（２－シアノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ
－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（６０ｍｇ、０．１０
３ｍｍｏｌ）のジオキサン（２ｍＬ）溶液に、濃ＨＣｌ（０．５ｍＬ）を加え、混合物を
室温で終夜撹拌した。更に２回濃ＨＣｌ（各０．５ｍＬ）を加え、更に５時間撹拌した後
、反応混合物を水で希釈し、３２％ＮａＯＨで中和した。次いでこれを酢酸エチルで抽出
した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、減圧下で濃縮した。
標題生成物と４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ
｝－２－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－
ピラゾール－４－イル］ピリジン－２－カルボキサミドとの１：１混合物を得た。２種の
生成物をシリカゲル上でのフラッシュクロマトグラフィー（シクロヘキサン／ＡｃＯＥｔ
濃度勾配２：８から純粋なＡｃＯＥｔ）により分離して、標題化合物２１ｍｇおよび４－
［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－２－フルオロ
フェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－
イル］ピリジン－２－カルボキサミド１５ｍｇを白色固体として得た。ＨＰＬＣ（２５４
ｎｍ）：Ｒｔ：６．２６分；
【０７２６】

【数１３０】

【０７２７】
４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－２－フル
オロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－
４－イル］ピリジン－２－カルボキサミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－カルボキサミド－ピリジン－４－イル
【０７２８】
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【化１５７】

【０７２９】
　[00315]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．６１分；
【０７３０】
【数１３１】

【実施例２０】
【０７３１】
メチル４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－２
－フルオロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－４－イル］ピリジン－２－カルボキシレート
式Ｉ、ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝
２－メトキシカルボニル－ピリジン－４－イル
【０７３２】
【化１５８】

【０７３３】
　[00316]パイレックス製スクリューキャップチューブ中、Ｎ－｛３－［４－（２－シア
ノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾー
ル－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル
－ベンゼン－スルホンアミド（１４０ｍｇ、０．２４０ｍｍｏｌ）（実施例１９に記載し
た通りに調製した）をメタノール（２．５ｍＬ）に溶解し、ジオキサン中４Ｎ塩酸（２ｍ
Ｌ）を加えた。密封管を８０℃に３０時間加熱した。次いで溶媒を減圧下で蒸発させ、シ
リカゲル上でのクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ濃度勾配９８：２から９０：１０
）後に、ＭＯＭ－保護化メチルエステルと脱保護化メチルエステルとの混合物１３０ｍｇ
を得た。この混合物４０ｍｇをトリフルオロ酢酸と水との９：１混合物（１ｍＬ）で処理
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エチルと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄した。粗製物をシリカ
ゲル上でのクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ９７：３）により精製し、エチルエー
テルで摩砕して、標題化合物２５ｍｇを白色固体として得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：
Ｒｔ：５．８７分；
【０７３４】
【数１３２】

【実施例２１】
【０７３５】
４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－２－フル
オロフェニル）－１－（１－メチル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－
イル］ピリジン－２－カルボキサミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－カルボキサミド－ピリジン－４－イル］
【０７３６】
【化１５９】

【０７３７】
方法Ａ、ステップｃ
４－（４－（２－シアノ－ピリジン－４－イル）－３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－
ベンゼンスルホニル）－メトキシメチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－ピラゾ
ール－１－イル）－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
式２、式中Ｒ４＝２－シアノピリジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝Ｎ
－ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル－ピペリジン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ
－ベンゼン－スルホニル
【０７３８】
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【化１６０】

【０７３９】
　[00317]マイクロ波管中、４－［３－｛３－［（２，５－ジフルオロ－ベンゼンスルホ
ニル）－メトキシメチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニル｝－４－（４，４，５，５
－テトラメチル－［１，３，２］ジオキサボロラン－２－イル）－ピラゾール－１－イル
］－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル（０．７０８ｍｍｏｌ）（実
施例１３に記載した通りに調製した）のＤＭＥ／Ｈ２Ｏ９：１（１０ｍＬ）溶液を、アル
ゴンを５分間吹き込むことにより脱気した。次いで４－ブロモ－２－シアノ－ピリジン（
２５９ｍｇ、１．４１６ｍｍｏｌ、２当量）を、続いて炭酸セシウム（５７７ｍｇ、１．
７７０ｍｍｏｌ、２．５当量）およびＰｄ（ｄｐｐｆ）Ｃｌ２・ＣＨ２Ｃｌ２（５８ｍｇ
、０．０７１ｍｍｏｌ、０．１当量）を加えた。混合物をマイクロ波オーブン中１００℃
で３０分間照射し、次いで酢酸エチルと飽和ＮａＨＣＯ３水溶液との間で分配した。２相
を分離し、有機層を飽和ＮａＨＣＯ３水溶液で、次いでブラインで洗浄した。合わせた有
機層をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのクロマトグラ
フィー（シクロヘキサン／酢酸エチル１：１）により精製して、標題化合物４２５ｍｇを
得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：７．６２分；
【０７４０】

【数１３３】

【０７４１】
Ｎ－｛３－［４－（２－シアノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－メチル－ピペリジン
－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジ
フルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド
式２、式中Ｒ４＝２－シアノピリジン－４－イル；ＰＧ１＝メトキシメチル；Ｒ２９＝１
－メチル－ピペリジン－４－イル；Ｒ３０＝２，５－ジフルオロ－ベンゼン－スルホニル
【０７４２】



(153) JP 5938038 B2 2016.6.22

10

20

30

40

【化１６１】

【０７４３】
　[00318]４－（４－（２－シアノ－ピリジン－４－イル）－３－｛３－［（２，５－ジ
フルオロ－ベンゼンスルホニル）－メトキシ－メチル－アミノ］－２－フルオロ－フェニ
ル｝－ピラゾール－１－イル）－ピペリジン－１－カルボン酸ｔｅｒｔ－ブチルエステル
（４２０ｍｇ、０．６１５ｍｍｏｌ）に、４ＮのＨＣｌのジオキサン溶液（３ｍＬ、１２
ｍｍｏｌ）を滴下添加し、混合物を室温で４５分間撹拌した。溶媒を減圧下で濃縮し、残
留物をＤＣＭと一緒にし、３回蒸発乾固した。残留物をＭｅＯＨ（６ｍＬ）に溶解し、３
７％ホルムアルデヒド水溶液（０．０７０ｍＬ、０．９２３ｍｍｏｌ、１．５当量）を、
続いて酢酸（０．１０６ｍＬ、１．８４５ｍｍｏｌ、３当量）およびシアノ水素化ホウ素
ナトリウム（７３ｍｇ、０．９８４ｍｍｏｌ、１．６当量）を加え、混合物を室温で１時
間撹拌した。次いで溶媒を減圧下で蒸発させ、残留物をＡｃＯＥｔおよび飽和ＮａＨＣＯ

３水溶液と一緒にし、２相を分離した。有機相を飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブライン
で洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、蒸発乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのクロマト
グラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＭｅＯＨ中７ＮのＮＨ３９５：４：１から９３：６：１
）により精製して、標題生成物１４０ｍｇを得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．
２５分；
【０７４４】
【数１３４】

【０７４５】
方法Ｅ、ステップｆおよびｇ
４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－２－フル
オロフェニル）－１－（１－メチル－ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－
イル］ピリジン－２－カルボキサミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－カルボキサミド－ピリジン－４－イル
【０７４６】
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【化１６２】

【０７４７】
　[00319]Ｎ－｛３－［４－（２－シアノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－メチル－
ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－
２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（６８ｍｇ、０．１
１４ｍｍｏｌ）を９：１トリフルオロ酢酸／水混合物（２ｍＬに溶解し、７０℃で７時間
撹拌した。溶媒を蒸発乾固し、残留物をトルエンと一緒にし、２回蒸発乾固した。粗生成
物をアルゴン下乾燥ＤＭＦ（２ｍＬ）に溶解し、ＤＩＰＥＡ（０．０６０ｍＬ、０．３４
２ｍｍｏｌ、３当量）を、続いて酢酸アンモニウム（９３ｍｇ、１．２０６ｍｍｏｌ、１
０当量）およびＴＢＴＵ（６０ｍｇ、０．１８７ｍｍｏｌ、１．６当量）を加え、混合物
を室温で終夜撹拌した。次いでこれを水および酢酸エチルで希釈し、相を分離した。水相
を飽和ＮａＨＣＯ３水溶液で希釈し、酢酸エチルで３回抽出した。合わせた有機層をブラ
インで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。粗生成物をシリカゲル上でのクロ
マトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＭｅＯＨ中７ＮのＮＨ３９０：１０：１から８５：
１５：１）により精製して、標題化合物１８ｍｇを白色固体として得た。ＨＰＬＣ（２５
４ｎｍ）：Ｒｔ：４．４１分；
【０７４８】
【数１３５】

【実施例２２】
【０７４９】
４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－２－フル
オロフェニル）－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－
４－イル］－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－（Ｎ－メチルカルボキサミド）－ピリジン－４－イル
【０７５０】
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【化１６３】

【０７５１】
　[00320]パイレックス製スクリューキャップチューブ中、Ｎ－｛３－［４－（２－シア
ノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾー
ル－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル
－ベンゼン－スルホンアミド（１４０ｍｇ、０．２４０ｍｍｏｌ）（実施例１９に記載し
た通りに調製した）をメタノール（２．５ｍＬ）に溶解し、ジオキサン中４Ｎ塩酸（２ｍ
Ｌ）を加えた。密封管を８０℃に３０時間加熱した。次いで溶媒を減圧下で蒸発させ、シ
リカゲル上でのクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ濃度勾配９８：２から９０：１０
）後、ＭＯＭ－保護化メチルエステルと脱保護化メチルエステルとの混合物１３０ｍｇを
得た。この混合物８５ｍｇをエタノール（１ｍＬ）に溶解し、３３％メチルアミンのエタ
ノール溶液（１．５ｍＬ）で７０℃にて５分間処理した。溶媒を蒸発乾固し、残留物をト
リフルオロ酢酸と水との９：１混合物（１ｍＬ）で処理し、６０℃に４０分間加熱した。
溶媒を蒸発乾固し、残留物を酢酸エチルと一緒にし、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラ
インで洗浄した。粗製物をシリカゲル上でのクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ９７
：３）により精製し、エチルエーテルで摩砕して、標題化合物５６ｍｇを白色固体として
得た。ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．９２分；
【０７５２】
【数１３６】

【０７５３】
　[00321]Ｎ－｛３－［４－（２－シアノ－ピリジン－４－イル）－１－（１－メチル－
ピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－
２，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（実施例２１に記載
した通りに調製した）から出発した以外は、これと同じ方法に従って、以下の化合物を調
製した：
４－［３－（３－｛［（２，５－ジフルオロフェニル）スルホニル］アミノ｝－２－フル
オロフェニル）－１－（１－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－イ
ル］－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝１－メチルピペリジン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ４＝２
－（Ｎ－メチル－カルボキサミド）－ピリジン－４－イル
【０７５４】
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【化１６４】

【０７５５】
　[00322]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．６９分；
【０７５６】
【数１３７】

【実施例２３】
【０７５７】
２，５－ジフルオロ－Ｎ－（２－フルオロ－３－｛４－［２－（メチルアミノ）ピリジン
－４－イル］－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３
－イル｝フェニル）ベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－メチルアミノ－ピリジン－４－イル
【０７５８】
【化１６５】

【０７５９】
　[00323]Ｎ－｛３－［４－（２－アミノ－ピリジン－４－イル）－１－（テトラヒドロ
－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－２－フルオロ－フェニル｝－２
，５－ジフルオロ－Ｎ－メトキシメチル－ベンゼンスルホンアミド（５５ｍｇ、０．０９
５ｍｍｏｌ）（実施例４に記載した通りに調製した）のＭｅＯＨ（１ｍＬ）溶液に、室温
で無水酢酸（０．０１１ｍＬ、０．２ｍｍｏｌ）、ホルムアルデヒド（３７％水溶液、０
．００８ｍＬ、０．１ｍｍｏｌ）およびシアノ水素化ホウ素ナトリウム（７ｍｇ、０．１
１ｍｍｏｌ）を加え、反応物を室温で１時間撹拌した。全ての試薬を同一量２回目として
加え、反応混合物を更に１時間撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮し、粗製物をＴＦＡ
：水９：１混合物（１．５ｍＬ）に溶解し、７０℃で２時間撹拌した。反応混合物を減圧
下で濃縮し、次いで１ＮのＮａＯＨと一緒にし、ＡｃＯＥｔで抽出した。有機層をブライ
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ンで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濃縮乾固した。残留物をシリカゲル上でのフラッシ
ュクロマトグラフィー（ＤＣＭ／ＭｅＯＨ／ＭｅＯＨ中７ＮのＮＨ３９６：３：１）によ
り精製して、２，５－ジフルオロ－Ｎ－（２－フルオロ－３－｛４－［２－（メチルアミ
ノ）ピリジン－４－イル］－１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル｝フェニル）ベンゼンスルホンアミド３ｍｇ（６％収率）およびＮ－
（３－｛４－［２－（ジメチルアミノ）ピリジン－４－イル］－１－（テトラヒドロ－２
Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－２－フルオロフェニル）－２
，５－ジフルオロベンゼンスルホンアミド２９ｍｇ（５４％収率）を得た。ＨＰＬＣ（２
５４ｎｍ）：Ｒｔ：４．４４分；
【０７６０】
【数１３８】

【０７６１】
Ｎ－（３－｛４－［２－（ジメチルアミノ）ピリジン－４－イル］－１－（テトラヒドロ
－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル｝－２－フルオロフェニル）
－２，５－ジフルオロベンゼンスルホンアミド
式Ｉ、式中ｍ＝０；Ｒ１＝テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル；Ｒ２、Ｒ３＝Ｆ；Ｒ
４＝２－ジメチルアミノ－ピリジン－４－イル
【０７６２】
【化１６６】

【０７６３】
　[00324]ＨＰＬＣ（２５４ｎｍ）：Ｒｔ：５．１６分；
【０７６４】
【数１３９】
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