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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩を含む組成物であって、該重水
素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩が、以下の構造式：
【化３２】

によって表されるベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を含み、かつ該組成物中の重水
素での該ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基の同位体富化が、少なくとも９９．０％
である、組成物。
【請求項２】
重水素化パロキセチンが、以下の構造式：
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【化３３】

によって表される、重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩である、請
求項１に記載の組成物。
【請求項３】
重水素化パロキセチンが、以下の構造式：
【化３４】

によって表される、重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩である、請
求項１に記載の組成物。
【請求項４】
重水素化タダラフィルもしくはその薬学的に受容可能な塩を含む組成物であって、該重水
素化タダラフィルもしくはその薬学的に受容可能な塩が、以下の構造式：
【化３５】

によって表されるベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を含み、かつ該組成物中の重水
素での該ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基の同位体富化が、少なくとも９９．０％
である、組成物。
【請求項５】
重水素化タダラフィルが、以下の構造式：

【化３６】
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によって表され、ここでＲ１は、水素もしくは重水素であり、Ｒ２は、－ＣＨ３もしくは
－ＣＤ３である、重水素化タダラフィルもしくはその薬学的に受容可能な塩である、請求
項４に記載の組成物。
【請求項６】
以下の構造式：
【化４６】

によって表される化合物を含む組成物であって、ここで
　重水素での該化合物の同位体富化は、少なくとも９９．０％であり；
　ｎは１、２もしくは３であり；
　各Ｒ１は、独立して、フルオロ、クロロ、ヨード、－ＯＲａ；－ＯＲ'；－ＣＨＯ；－
ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ'；－Ｃ（Ｏ）Ｒ'；－ＣＮ；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ（Ｏ）
ＮＨＲ'；－ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ'）２；－ＣＲ４＝Ｃ（Ｒ４）２；もしくは－Ｃ≡ＣＲ４で
あり；
　各Ｒ４は、独立して、－ＨもしくはＲ'によって表される基であり；
　Ｒ'は、アルキルもしくはアリールであり、各々必要に応じてかつ独立して、以下から
選択される１個以上の基；ハロ；－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨＯ；－
ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ"；Ｃ（Ｏ）Ｒ"；－ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル；－ＣＮ；
－ＮＨＲｃ、－ＮＲｃＲ"、－Ｎ（Ｒ"）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ"；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ２

；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨＲ"；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ"）２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ（
Ｏ）ＮＨＲ"；－ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ"）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈ；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ"；－Ｎ
ＨＣ（Ｏ）ＯＲ"；－Ｓ（Ｏ）Ｒ"；－Ｓ（Ｏ）２Ｒ"；－ＳＯ２ＮＨ２；－ＳＯ２ＮＨＲ"
；－ＳＯ２Ｎ（Ｒ"）２；－ＮＨＳＯ２ＮＨ２；－ＮＨＳＯ２ＮＨＲ"；－ＮＨＳＯ２Ｎ（
Ｒ"）２；および－ＮＨＳＯ２Ｒ'で置換されており；
　Ｒ"はアルキルであり；
　Ｒａは、－Ｈもしくはフェノール保護基であり；
　Ｒｂは、－Ｈもしくはカルボン酸保護基であり；そして
　Ｒｃは、－Ｈもしくはアミン保護基である、
組成物。
【請求項７】
前記化合物が、以下の構造式：
【化４７】

によって表され、
　Ｒ１は、フルオロ、クロロ、ヨード、－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨ
Ｏ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ'；－Ｃ（Ｏ）Ｒ'；－ＣＨ＝ＣＨＲ４；－Ｃ≡ＣＨ；もし
くは－Ｃ≡ＣＲ４；
そして　Ｒ'は、アルキル基；もしくはハロで必要に応じて置換されたフェニル基；－Ｏ
Ｒａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯ　Ｒ"；Ｃ（Ｏ
）Ｒ"；－ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル；および－ＣＮである、請求項６に記載の組
成物。
【請求項８】
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Ｒ１が、－ＣＨＯもしくは－ＯＲａである、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
請求項１～３のいずれか一項に記載の重水素化パロキセチン組成物、請求項４～５のいず
れか一項に記載の重水素化タダラフィル組成物、または請求項６～８のいずれか一項に記
載の組成物、および薬学的に受容可能なキャリアを含む、薬学的組成物。
【請求項１０】
癌を現在処置しているかもしくは癌を処置した患者において一過性熱感を処置することに
おいて使用するための組成物であって、該組成物は、請求項１～３のいずれか一項に記載
の重水素化パロキセチン組成物、請求項４～５のいずれか一項に記載の重水素化タダラフ
ィル組成物、または請求項６～８のいずれか一項に記載の組成物を含む、組成物。
【請求項１１】
癌を現在処置しているかもしくは癌を処置した患者において一過性熱感を処置するための
医薬の製造における、請求項１～３のいずれか一項に記載の重水素化パロキセチン組成物
、請求項４～５のいずれか一項に記載の重水素化タダラフィル組成物、または請求項６～
８のいずれか一項に記載の組成物の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連する出願）
本願は、２００７年９月１３日に出願された米国仮特許出願第６０／９９３，５６５号の
利益を主張する。米国仮特許出願第６０／９９３，５６５号の全ての教示が、本明細書中
に参考として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　薬物性能における改善が、特定の認可された医薬品の活性薬剤の特定の部位に重水を組
み込むことによって達成され得ることが報告された。例としては、パロキセチン（特許文
献１および特許文献２を参照のこと）およびタダラフィル（特許文献３を参照のこと）が
挙げられる。上記の薬物は全て、ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を含む。パロキ
セチンおよびタダラフィル中の上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基のメチレンジ
オキシ炭素は、重水素組み込みが、改善された薬物性能を提供すると報告された位置のう
ちの１つである。ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールおよびｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，
３］ジオキソール（すなわち、上記メチレンジオキシ炭素において２個の重水素を有する
ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール）の構造は、以下に示される：
【０００３】
【化１】

　しかし、部位特異的重水素組み込みは、適切な商業的合成を開発するにおいて別のレベ
ルの複雑性を加える。具体的には、上記重水素を組み込む板目に使用される反応は、経済
的でありかつ高い化学的収率および同位体収率の両方を生じる試薬を使用するべきである
。パロキセチン、タダラフィルおよび天然生成物であるベルベリンの完全な合成は、代表
的には、合成中間体としてベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール誘導体を利用する。ベン
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ゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール誘導体は、代表的には、１，２－カテコールと、ジハロ
メタン（ＣＨ２ＸＹ、ここでＸおよびＹは、同じもしくは異なるハライドである）とを反
応させる工程：
【０００４】
【化２】

によって作製される。重水素化ジハロメタン（ＣＤ２ＸＹ）を使用して、ｄ２－ベンゾ［
ｄ］［１，３］ジオキソールを調製することは、上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソー
ル生成物への重水素の低い組み込みを生じる。すなわち、代表的には、各標識部位におい
てわずか約９４％の重水素組み込みしか生じない：
【０００５】

【化３】

上記低い同位体収率は、ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を含む、パロキセ
チン、タダラフィルおよびベルベリンの重水素化アナログの商業的合成に決して望ましく
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００７／０１６４３１号パンフレット
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／０１１２０３１号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００７／０１９１３８１号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（発明の要旨）
　いまや、重水素化ジハロメタンと、重水素化フェノール基を含むカテコールとを反応さ
せることは、得られるｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールの同位体収率を９９．
０％超へと高めることが見いだされた（実施例１～７を参照のこと）。この発見に基づく
と、安価な試薬を使用して、ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールを高い同位体収
率および化学的収率において調製するための新規な２工程の方法が、本明細書で開示され
る。
【０００８】
　ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールを調製するためのプロセスの第１の工程は
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、構造式（Ｉ）によって表されるカテコールと、重水素カチオン（本明細書において「Ｄ
＋」ともいわれる）の供給源とを反応させて、少なくとも７５％の重水素の同位体富化を
有し、以下の構造式（ＩＩ）：
【０００９】
【化４】

によって表される重水素化カテコールを形成する工程を包含する。
【００１０】
　上記プロセスの第２の工程は、構造式（ＩＩ）によって表される上記重水素化カテコー
ルと、ジハロジ重水素メタンとを反応させて、構造式（ＩＩＩ）：
【００１１】

【化５】

によって表されるｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールを形成する工程を包含する
。
【００１２】
　上記重水素化カテコールおよびｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール中の環Ａは
、１個以上の基で置換されるが、ただし、上記置換基は、上記Ｄ＋供給源とも、存在する
場合には塩基とも、上記ジハロジ重水素メタンとも、顕著な反応を受けない。
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
以下の構造式：
【化３２】

によって表されるベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を含む、重水素化パロキセチン
もしくはその薬学的に受容可能な塩であって、ここで重水素での該ベンゾ［ｄ］［１，３
］ジオキソール基の同位体富化は、少なくとも９９．０％である、重水素化パロキセチン
もしくはその薬学的に受容可能な塩。
（項目２）
以下の構造式：



(7) JP 5647519 B2 2014.12.24

10

20

30

40

【化３３】

によって表される、項目１に記載の重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能
な塩。
（項目３）
以下の構造式：

【化３４】

によって表される、項目１に記載の重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能
な塩。
（項目４）
以下の構造式：

【化３５】

によって表されるベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を含む、重水素化タダラフィル
もしくはその薬学的に受容可能な塩であって、ここで重水素での該ベンゾ［ｄ］［１，３
］ジオキソール基の同位体富化は、少なくとも９９．０％である、重水素化タダラフィル
もしくはその薬学的に受容可能な塩。
（項目５）
以下の構造式：



(8) JP 5647519 B2 2014.12.24

10

20

30

40

50

【化３６】

によって表され、ここでＲ１は、水素もしくは重水素であり、Ｒ２は、－ＣＨ３もしくは
－ＣＤ３である、項目４に記載の重水素化タダラフィルもしくはその薬学的に受容可能な
塩。
（項目６）
以下の構造式：

【化３７】

によって表されるベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を含む、重水素化ベルベリンで
あって、ここで重水素での該ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基の同位体富化は、少
なくとも９９．０％である、重水素化ベルベリン。
（項目７）
以下の構造式：

【化３８】

によって表され、ここでＸ－は、薬学的に受容可能なアニオンである、項目６に記載の重
水素化ベルベリン。
（項目８）
以下の構造式：
【化３９】

によって表される重水素化ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールの調製のためのプロセス
であって、該プロセスは、
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　重水素化カテコールと塩基およびジハロジ重水素メタンとを反応させて、該重水素化ベ
ンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールを形成する工程
を包含し、ここで該重水素化カテコールは、以下の構造式：
【化４０】

によって表され、
ここで重水素での該重水素化カテコールの同位体富化は、少なくとも７５％であり；そし
て
　該重水素化カテコールおよび重水素化ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールの環Ａは、
１個以上の基で置換されるが、ただし、該置換基は、該塩基とも、該ジハロジ重水素メタ
ンとも反応しない、プロセス。
（項目９）
前記重水素での重水素化カテコールの同位体富化は、少なくとも８５％である、項目８に
記載のプロセス。
（項目１０）
前記重水素での重水素化カテコールの同位体富化は、少なくとも９５％である、項目８に
記載のプロセス。
（項目１１）
前記重水素化カテコールは、以下の構造式：
【化４１】

によって表され、そして前記重水素化ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールは、以下の構
造式：
【化４２】

によって表され、ここでｎは１、２もしくは３であり；
各Ｒ１は、独立して、ハロ；－ＯＲａ；－ＯＲ’；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ，－ＣＯＯＲ
’；Ｃ（Ｏ）Ｒ’；－ＣＮ；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨＲ’；－ＯＣ（Ｏ）
Ｎ（Ｒ’）２；－ＣＲ４＝Ｃ（Ｒ４）２；－Ｃ≡ＣＲ４；もしくはＲ５によって表される
１個以上の基で必要に応じて置換されたアリール基であり；
各Ｒ４は、独立して、－ＨもしくはＲ’によって表される基であり；
各Ｒ５は、独立して、ハロ；アルキル、－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨ
Ｏ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；ハロアルキル；－ＣＮ；－
ＮＨＲｃ、－ＮＲｃＲ”、－Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ２

；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ
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（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈ；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；
－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＲ”；－Ｓ（Ｏ）Ｒ”；－Ｓ（Ｏ）２Ｒ”；－ＳＯ２ＮＨ２；－ＳＯ２

ＮＨＲ”；－ＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＳＯ２ＮＨ２；－ＮＨＳＯ２ＮＨＲ”；－ＮＨ
ＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；および－ＮＨＳＯ２Ｒ”から選択され；
Ｒ’は、アルキルもしくはアリールであり、各々必要に応じてかつ独立して、以下から選
択される１個以上の基：ハロ；－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨＯ；－Ｃ
ＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル；－ＣＮ；
－ＮＨＲｃ、－ＮＲｃＲ”、－Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ

２；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－Ｏ
Ｃ（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈ；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”
；－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＲ”；－Ｓ（Ｏ）Ｒ”；－Ｓ（Ｏ）２Ｒ”；－ＳＯ２ＮＨ２；－ＳＯ

２ＮＨＲ”；－ＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＳＯ２ＮＨ２；－ＮＨＳＯ２ＮＨＲ”；－Ｎ
ＨＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；および－ＮＨＳＯ２Ｒ”で置換されており；
Ｒ”は、アルキルであり；
Ｒａは、フェノール保護基であり；
Ｒｂは、カルボン酸保護基であり；そして
Ｒｃは、アミン保護基である、
項目８に記載のプロセス。
（項目１２）
ｎは１であり；そして
Ｒ１は、ハロ；－ＯＲａ；－ＯＲ’；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ’；Ｃ（Ｏ）
Ｒ’；－ＣＮ；－ＣＨ＝ＣＨＲ４；－Ｃ≡ＣＨ；－Ｃ≡ＣＲ４；もしくはＲ５によって表
される１個以上の基で必要に応じて置換されたフェニルであり；そして
各々Ｒ５は、独立して、ハロ；アルキル、－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－Ｃ
ＨＯ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル
；および－ＣＮから選択され；
Ｒ’は、アルキル；もしくはハロで必要に応じて置換されたフェニル；－ＯＲａ；アルコ
キシ；ハロアルコキシ、－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ

２；ハロアルキル；および－ＣＮである、
項目１１に記載のプロセス。
（項目１３）
前記ジハロ重水素メタンは、ＣＤ２Ｃｌ２、ＣＤ２Ｂｒ２、ＣＤ２Ｉ２もしくはＢｒＣＤ

２Ｃｌである、項目８に記載のプロセス。
（項目１４）
前記塩基は、Ｋ２ＣＯ３、Ｃｓ２ＣＯ３、ＮａＯＣＨ３、ＮａＨ、ＫＦ、ＣｓＦもしくは
カリウムｔｅｒｔ－ブトキシドである、項目８に記載のプロセス。
（項目１５）
前記反応は、双極性非プロトン溶媒中で行われる、項目８に記載のプロセス。
（項目１６）
前記反応は、Ｄ２Ｏ／Ｎ－メチルピロリドン共溶媒中で行われる、項目８に記載のプロセ
ス。
（項目１７）
前記双極性非プロトン溶媒は、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、アセトニ
トリル、ヘキサメチルホスホルアミドもしくはＮ，Ｎ－ジメチルプロピレン尿素である、
項目１５に記載のプロセス。
（項目１８）
ｉ）前記ジハロジ重水素メタンは、ＣＤ２Ｃｌ２、ＣＤ２Ｂｒ２、ＣＤ２Ｉ２もしくはＢ
ｒＣＤ２Ｃｌであり；ｉｉ）前記塩基は、Ｋ２ＣＯ３、Ｃｓ２ＣＯ３、ＮａＯＣＨ３、Ｎ
ａＨ、ＫＦ、ＣｓＦもしくはカリウムｔｅｒｔ－ブトキシドであり；そしてｉｉｉ）前記
反応は、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、アセトニトリル、ヘキサメチル
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ホスホルアミドおよびＮ，Ｎ－ジメチルプロピレン尿素から選択される溶媒中で行われる
、項目８に記載のプロセス。
（項目１９）
前記重水素化カテコールは、カテコールと、Ｄ＋の供給源とを反応させる工程によって調
製され、ここで該カテコールは、以下の構造式：
【化４３】

によって表される、項目８に記載のプロセス。
（項目２０）
前記Ｄ＋の供給源は、ＣＨ３ＯＤ、Ｄ２ＯもしくはＤＣｌである、項目１９に記載のプロ
セス。
（項目２１）
前記重水素化カテコールを形成する反応は、ＣＨ３ＯＤおよびＤ２Ｏから選択される溶媒
中で行われる、項目１９に記載のプロセス。
（項目２２）
前記重水素化カテコールを形成する反応は、ｉ）テトラヒドロフラン、Ｎ－メチルピロリ
ドン、ジメチルスルホキシド、アセトニトリルもしくはジオキサン；およびｉｉ）－ＣＨ

３ＯＤもしくはＤ２Ｏ、を含む共溶媒中で行われる、項目１９に記載のプロセス。
（項目２３）
前記反応は、ＮａＨ、ＮａＯＤもしくはＤＣｌの存在下で行われる、項目１９に記載のプ
ロセス。
（項目２４）
前記カテコールは、以下から選択される構造式：

【化４４】

によって表される、項目１９に記載のプロセス。
（項目２５）
前記重水素化カテコールは、以下から選択される構造式：

【化４５】

によって表される、項目８に記載のプロセス。
（項目２６）
以下の構造式：
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【化４６】

によって表される化合物であって、ここで
　重水素での該化合物の同位体富化は、少なくとも９９．０％であり；
　ｎは１、２もしくは３であり；
　各Ｒ１は、独立して、フルオロ、クロロ、ヨード、－ＯＲａ；－ＯＲ’；－ＣＨＯ；－
ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ’；Ｃ（Ｏ）Ｒ’；－ＣＮ；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ（Ｏ）
ＮＨＲ’；－ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２；－ＣＲ４＝Ｃ（Ｒ４）２；－Ｃ≡ＣＲ４；もしく
はＲ５によって表される１個以上の基で必要に応じて置換されたアリールであり；
　各Ｒ４は、独立して、－ＨもしくはＲ’によって表される基であり；
　Ｒ５によって表される各基は、独立して、ハロ；アルキル、－ＯＲａ；アルコキシ；ハ
ロアルコキシ、－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；ハロ
アルキル；－ＣＮ；－ＮＨＲｃ、－ＮＲｃＲ”、－Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；
－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＯＣ
（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈ；
－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＲ”；－Ｓ（Ｏ）Ｒ”；－Ｓ（Ｏ）２Ｒ”；－Ｓ
Ｏ２ＮＨ２；－ＳＯ２ＮＨＲ”；－ＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＳＯ２ＮＨ２；－ＮＨＳ
Ｏ２ＮＨＲ”；－ＮＨＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；および－ＮＨＳＯ２Ｒ”から選択され、
　Ｒ’は、アルキルもしくはアリールであり、各々必要に応じてかつ独立して、以下から
選択される１個以上の基；ハロ；－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨＯ；－
ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル；－ＣＮ
；－ＮＨＲｃ、－ＮＲｃＲ”、－Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ
Ｈ２；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－
ＯＣ（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈ；－ＮＨＣ（Ｏ）
Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＲ”；－Ｓ（Ｏ）Ｒ”；－Ｓ（Ｏ）２Ｒ”；－ＳＯ２ＮＨ２；－
ＳＯ２ＮＨＲ”；－ＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＳＯ２ＮＨ２；－ＮＨＳＯ２ＮＨＲ”；
－ＮＨＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；および－ＮＨＳＯ２Ｒ’で置換されており；
　Ｒ”はアルキルであり；
　Ｒａは、－Ｈもしくはフェノール保護基であり；
　Ｒｂは、－Ｈもしくはカルボン酸保護基であり；そして
　Ｒｃは、－Ｈもしくはアミン保護基である、
化合物。
（項目２７）
前記化合物は、以下の構造式：

【化４７】

によって表され、
Ｒ１は、フルオロ、クロロ、ヨード、－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨＯ
；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ’；Ｃ（Ｏ）Ｒ’；－ＣＨ＝ＣＨＲ４；－Ｃ≡ＣＨ；－Ｃ≡
ＣＲ４；もしくはＲ５によって表される１個以上の基で必要に応じて置換されたフェニル
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各Ｒ５は、独立して、ハロ；アルキル、－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨ
Ｏ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；ハロアルキル；および－Ｃ
Ｎから選択され；そして
Ｒ’は、アルキル基；もしくはハロで必要に応じて置換されたフェニル基；－ＯＲａ；ア
ルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－
ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル；および－ＣＮである、
項目２６に記載の化合物。
（項目２８）
Ｒ１は、－ＣＨＯもしくは－ＯＲａである、項目２７に記載の化合物。
（項目２９）
以下の構造式：
【化４８】

によって表される化合物を含む、組成物であって、ここで
Ｒ１は、ハロ、－ＯＲａ；アルコキシ；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ’；Ｃ（Ｏ
）Ｒ’；－ＣＮ；－ＣＨ＝ＣＨＲ４；－Ｃ≡ＣＨ；－Ｃ≡ＣＲ４；もしくはＲ５によって
表される１個以上の基で必要に応じて置換されたフェニル基であり；
各Ｒ４は、独立して、－ＨもしくはＲ’によって表される基であり；
各Ｒ５は、独立して、ハロ；アルキル、－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨ
Ｏ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；ハロアルキル；および－Ｃ
Ｎから選択され；そして
Ｒ’は、アルキル基；もしくはハロで必要に応じて置換されたフェニル基；－ＯＲａ；ア
ルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－
ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル；および－ＣＮであり、
Ｒａは、フェノール保護基であり；そして
Ｒｂは、カルボン酸保護基であり；そして
ここで
　該化合物は、該組成物の少なくとも９０重量％であり；そして
　該重水素での化合物の同位体富化は、少なくとも７５％である、
組成物。
（項目３０）
前記化合物は、以下から選択される以下の構造式：

【化４９】

によって表される、項目２９に記載の組成物。
（項目３１）
以下の構造式：
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によって表される重水素化カテコールを調製するためのプロセスであって、該プロセスは
、
ａ）出発カテコールと、Ｄ＋の供給源とを反応させる工程であって、ここで該出発カテコ
ールは、以下の構造式：

【化５１】

によって表され、それによって、該重水素化カテコールを形成する工程；
ｂ）該重水素化カテコールを、該重水素の供給源から分離して、組成物を形成する工程で
あって、ここで該組成物の１０重量％未満は、該重水素供給源であり；
ここで
Ｒ１は、ハロ、－ＯＲａ；アルコキシ；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ’；Ｃ（Ｏ
）Ｒ’；－ＣＮ；－ＣＨ＝ＣＨＲ４；－Ｃ≡ＣＨ；－Ｃ≡ＣＲ４；もしくはＲ５によって
表される１個以上の基で必要に応じて置換されたフェニル基であり；
各Ｒ４は、独立して、－ＨもしくはＲ’によって表される基であり；
各Ｒ５は、独立して、ハロ；アルキル、－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨ
Ｏ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；ハロアルキル；および－Ｃ
Ｎから選択され；そして
Ｒ’は、アルキル；もしくはハロで必要に応じて置換されたフェニル基；－ＯＲａ；アル
コキシ；ハロアルコキシ、－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ、－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－Ｎ
Ｏ２；アルキル；ハロアルキル；および－ＣＮであり；
Ｒａは、フェノール保護基であり；
Ｒｂは、カルボン酸保護基であり；そして
Ｒｃは、アミン保護基である、
プロセス。
（項目３２）
前記重水素化カテコールは、以下から選択される構造式：

【化５２】

によって表され、前記出発カテコールは、以下から選択される構造式：
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【化５３】

によって表される、項目３１に記載のプロセス。
（項目３３）
前記組成物の９０重量％より多くが、前記重水素化カテコールである、項目３２に記載の
プロセス。
（項目３４）
重水素化パロキセチンおよび薬学的に受容可能なキャリアを含む、薬学的組成物。
（項目３５）
癌を現在処置しているかもしくは癌を処置した患者において一過性熱感を処置するための
方法であって、該方法は、項目１に記載の化合物もしくは項目２９に記載の組成物を投与
する工程を包含する、方法。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、試験化合物Ａとタモキシフェンとの間の薬物－薬物相互作用の可能性を
示す。
【図２Ａ】図２Ａおよび２Ｂは、パロキセチンと比較して、試験化合物ＡのＣＹＰ２Ｄ６
の不活性化を示す。
【図２Ｂ】図２Ａおよび２Ｂは、パロキセチンと比較して、試験化合物ＡのＣＹＰ２Ｄ６
の不活性化を示す。
【図３】図３は、パロキセチンについてのｋＩＮＡＣＴ曲線を提供する。
【図４】図４は、ラット肝臓ミクロソームにおけるパロキセチンおよび試験化合物Ａの代
謝的安定性を示す。
【図５】図５は、ヒト肝臓ミクロソームにおけるパロキセチンおよび試験化合物Ａの代謝
的安定性を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（発明の詳細な説明）
　Ｄ＋の供給源は、構造式（Ｉ）によって示される上記カテコールを、構造式（ＩＩ）に
よって表される上記重水素化カテコールに変換する場合に利用される。この反応は、本明
細書中以降、「重水素／プロトン交換反応」といわれる。
【００１５】
　重水素カチオンの供給源は、交換可能なＤ＋、代表的には、約１７未満のｐＫａを有し
、プロトン（Ｈ＋）の代わりにＤ＋を与える化合物である。適切な例としては、ｉ）溶媒
（例えば、Ｄ２Ｏ）；ｉｉ）重水素化アルコール性溶媒（ＲＯＤ、ここでＲは、例えば、
Ｃ１－Ｃ５直鎖もしくは分枝鎖のアルキル基である）（例えば、ＣＨ３ＯＤおよびＣＨ３

ＣＨ２ＯＤ）；ならびにｉｉｉ）酸（例えば、ＤＣｌ、Ｄ２ＳＯ４、ＤＮＯ３および重水
素化スルホン酸（例えば、ＣＨ３ＳＯ３Ｄ））が挙げられる。Ｄ２Ｏ、ＣＨ３ＯＤおよび
ＤＣｌは、最も一般に使用されている。
【００１６】
　上記Ｄ＋の供給源は、高いｐＫａ（例えば、Ｄ２ＯおよびＣＨ３ＯＤ）を有する場合、
上記供給源は、上記溶媒として、一般に使用される。他の試薬は、上記反応速度を増大す
るために添加され得る。一例において、上記他の試薬は、重水素カチオンの供給源および
強酸の両方（例えば、ＤＣｌ、Ｄ２ＳＯ４、ＤＮＯ３および重水素化スルホン酸（例えば
、ＣＨ３ＳＯ３Ｄ））である。あるいは、上記他の試薬は、フェノール性基を脱プロトン
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化し得る塩基である；同位体希釈を妨げるために、上記塩基中の潜在的に交換可能なプロ
トンは、好ましくは、重水素で置換される。適切な塩基の例としては、ＮａＨ、ＭＯＤ、
Ｘ（ＯＤ）２、ＭＯＲおよびＸ（ＯＲ）２が挙げられ、ここでＭは、一価カチオン（例え
ば、Ｌｉ＋、Ｎａ＋もしくはＫ＋）であり；Ｘは、二価カチオン（例えば、Ｍｇ＋２およ
びＣａ＋２）であり；Ｒは、Ｃ１－Ｃ５直鎖もしくは分枝鎖のアルキルである。必要に応
じて、Ｄ２ＯもしくはＣＨ３ＯＤと混和性の非プロトン性溶媒は、共溶媒として添加され
る。例としては、テトラヒドロフラン、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、
アセトニトリルおよびジオキサンが挙げられる。
【００１７】
　上記重水素／プロトン交換反応は、一般に、室温と還流との間の温度で、２～４８時間
にわたって行われ；より一般には、室温において約２４時間にわたって行われる。
【００１８】
　上記Ｄ＋の供給源および上記出発カテコールは、段階的もしくは１工程のいずれかで、
任意の他の所望の試薬と一緒に合わされて、反応混合物を形成し、それによって、上記出
発カテコールおよび上記Ｄ＋供給源を反応させる。上記反応の完了後に、上記重水素化カ
テコール生成物は単離されるか、または上記Ｄ＋供給源から分離される。得られた組成物
は、上記重水素化カテコールを含み、実質的には上記Ｄ＋供給源を含まない。すなわち、
上記単離された組成物の１０重量％未満、好ましくは、５重量％未満、より好ましくは、
２重量％未満、およびさらにより好ましくは、１重量％未満が、Ｄ＋供給源である。上記
重水素化カテコールは、上記Ｄ＋供給源から、任意の適切な手段（上記Ｄ＋供給源が液体
もしくは溶媒である場合に、真空でのエバポレーションによるものを含む）によって分離
され得る。上記組成物中の得られた重水素化カテコールは、望ましい場合、任意の適切な
手段（結晶化もしくはクロマトグラフィーが挙げられる）によってさらに精製され得る。
上記組成物の純度は、代表的には、少なくとも９０重量％、９５重量％、９８重量％もし
くは９９重量％の重水素化カテコールである。
【００１９】
　上記重水素化カテコールと上記重水素化ジハロジ重水素メタンとの間の上記反応は、本
明細書において「アルキル化反応」といわれる。上記アルキル化反応は、少なくとも７５
％、好ましくは、少なくとも８０％、より好ましくは、少なくとも８５％、さらにより好
ましくは、少なくとも９０％およびさらにより好ましくは、少なくとも９５％の重水素同
位体富化を有する構造式（ＩＩ）によって表される重水素化カテコール出発物質を利用す
る。これらレベルに対応する重水素富化は、上記重水素／プロトン交換反応を使用して得
られ得る（実施例２を参照のこと）。上記％重水素同位体富化は、重水素で標識されてい
ると示されている位置に存在する重水素の実際のモル数を、それらの位置で存在し得る重
水素の理論的最大モル数で除算したものとして定義される。例えば、構造式（ＩＩＩ）に
よって示される上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールにおいて、理論的には、ベンゾ
［ｄ］［１，３］ジオキソールの１モルごとに２モルの重水素が存在する。８５％の重水
素富化は、ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールの１モルごとに１．７モルの重水素が存
在することを意味する。同位体富化は、１Ｈ　ＮＭＲ分析によって慣用的に決定される。
【００２０】
　ジハロジ重水素メタンは、ＣＤ２ＸＹによって表され、ここでＸおよびＹは、ハライド
であり、そして同じであってもよいし、異なっていてもよい。例としては、ＣＤ２Ｃｌ２

、ＣＤ２Ｂｒ２、ＣＤ２Ｉ２もしくはＢｒＣＤ２Ｃｌが挙げられる。ＣＤ２Ｃｌ２および
ＣＤ２Ｂｒ２は、より一般に使用される；そしてＣＤ２Ｃｌ２は、最も一般に使用される
。上記反応は、代表的には、極性非プロトン性溶媒（例えば、Ｎ－メチルピロリドン、ジ
メチルホルムアミド、アセトニトリル、ヘキサメチルホスホルアミドもしくはＮ，Ｎ－ジ
メチルプロピレン尿素）中で行われる。一実施形態において、Ｎ－メチルピロリドンおよ
びジメチルホルムアミドが使用される；別の実施形態において、ジメチルホルムアミドが
使用される；そして別の実施形態において、Ｎ－メチルピロリドンとＤ２Ｏとの混合物が
使用される。カテコールに対して５～２０容積の溶媒が一般に使用される；代表的には、
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１０～２０容積が使用される。
【００２１】
　代表的には、上記アルキル化反応は、塩基の存在下で行われる。例としては、カーボネ
ート塩基（例えば、Ｋ２ＣＯ３およびＣｓ２ＣＯ３）、アルコキシド塩基（例えば、Ｎａ
ＯＣＨ３およびカリウムｔｅｒｔ－ブトキシド）、水素化物塩基（例えば、ＮａＨ）およ
びフルオリド塩基（例えば、ＫＦおよびＣｓＦ）が挙げられる。上記カテコールに対して
２～４当量の塩基が、代表的には、使用され、より一般には、２．０～２．２当量が使用
される。
【００２２】
　上記アルキル化反応は、一般には、室温～１３０℃の間の温度において１～２４時間に
わたって行われる。より一般には、上記温度は、９０～１１０℃の間で１～４時間の間で
ある；および最も一般には、上記温度は、１１０℃で約１．５時間である。
【００２３】
　本明細書で開示される重水素化ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール中の上記重水素同
位体富化は、代表的には、９９．０％より大きく、より一般には、９９．５％より大きく
、さらにより一般には、９９．９％より大きい。
【００２４】
　具体的な実施形態において、使用される上記重水素化カテコール出発物質および上記ア
ルキル化反応において形成される上記重水素化ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールは、
それぞれ、構造式（ＩＶ）および構造式（Ｖ）によって表される。上記重水素化カテコー
ル出発物質は、少なくとも７５％、好ましくは、少なくとも８０％、より好ましくは、少
なくとも８５％、さらにより好ましくは、少なくとも９０％およびさらにより好ましくは
、少なくとも９５％の重水素同位体富化を有する：
【００２５】
【化６】

　各Ｒ１は、独立して、ハロ；－ＯＲａ；ＯＲ’；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ
’；Ｃ（Ｏ）Ｒ’；－ＣＮ；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨＲ’；－ＯＣ（Ｏ）
Ｎ（Ｒ’）２；－ＣＲ４＝Ｃ（Ｒ４）２；－Ｃ≡ＣＲ４；もしくはＲ５によって表される
１個以上の基で必要に応じて置換されたアリール基である。
【００２６】
　各Ｒ４は、独立して、－ＨもしくはＲ’によって表される基である。
【００２７】
　各Ｒ５は、独立して、ハロ；アルキル、－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ；－Ｃ
ＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；ハロアルキル；－ＣＮ；
ＮＨＲｃ；－ＮＲｃＲ”；－Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ２

；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ
（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈ；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；
－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＲ”；－Ｓ（Ｏ）Ｒ”；－Ｓ（Ｏ）２Ｒ”；－ＳＯ２ＮＨ２；－ＳＯ２

ＮＨＲ”；－ＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＳＯ２ＮＨ２；－ＮＨＳＯ２ＮＨＲ”；－ＮＨ
ＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；および－ＮＨＳＯ２Ｒ”から選択される。
【００２８】
　Ｒ’は、アルキルもしくはアリールであり、その各々は、必要に応じてかつ独立して、
ハロ；－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ”
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；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル；－ＣＮ；－ＮＨＲｃ；－ＮＲｃＲ
”；－Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ
Ｒ”； －ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨＲ”；－
ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈ；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＲ
”；－Ｓ（Ｏ）Ｒ”；－Ｓ（Ｏ）２Ｒ”；－ＳＯ２ＮＨ２；－ＳＯ２ＮＨＲ”；－ＳＯ２

Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＳＯ２ＮＨ２；－ＮＨＳＯ２ＮＨＲ”；－ＮＨＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２

；および－ＮＨＳＯ２Ｒ”から選択される１個以上の基で置換される。
【００２９】
　Ｒ”はアルキルである。
【００３０】
　Ｒａは、フェノール保護基である。
【００３１】
　Ｒｂは、カルボン酸保護基である。
【００３２】
　Ｒｃは、アミン保護基である。
【００３３】
　好ましくは、構造式（ＩＶ）および（Ｖ）に関して：
　ｎは１である。
【００３４】
　Ｒ１は、ハロ；－ＯＲａ；－ＯＲ’；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ’；Ｃ（Ｏ
）Ｒ’；－ＣＮ；－ＣＨ＝ＣＨＲ４；－Ｃ≡ＣＨ；－Ｃ≡ＣＲ４；もしくはＲ５によって
表される１個以上の基で必要に応じて置換されたフェニル基である。
【００３５】
　各Ｒ５は、独立して、ハロ；アルキル；－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ；－Ｃ
ＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；ハロアルキル；および－
ＣＮから選択される。
【００３６】
　Ｒ’は、アルキル；もしくはハロで必要に応じて置換されたフェニル基；－ＯＲａ；ア
ルコキシ；ハロアルコキシ；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－
ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル；または－ＣＮであり；そして
　上記変数の残りは、上記で定義されるとおりである。
【００３７】
　別の実施形態において、上記アルキル化反応において使用される上記重水素化カテコー
ル出発物質は、構造式（ＩＶａ）もしくは（ＩＶｂ）によって表され、上記アルキル化反
応において形成される上記重水素化ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールは、それぞれ、
構造式（Ｖａ）もしくは（Ｖｂ）によって表される。上記重水素化カテコール出発物質は
、少なくとも７５％、好ましくは、少なくとも８０％、より好ましくは、少なくとも８５
％、さらにより好ましくは、少なくとも９０％およびさらにより好ましくは、少なくとも
９５％の重水素同位体富化を有する。
【００３８】
【化７】

【００３９】
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【化８】

　構造式（ＩＶｂ）および（Ｖｂ）におけるＲａは、フェノール保護基である。
【００４０】
　別の具体的な実施形態において、上記カテコール出発物質および上記重水素／プロトン
交換反応における上記重水素化カテコール生成物は、それぞれ、構造式（ＶＩ）および構
造式（ＶＩＩ）によって表される。
【００４１】

【化９】

　Ｒ１は、ハロ；－ＯＲａ；アルコキシ；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ’；Ｃ（
Ｏ）Ｒ’；－ＣＮ；－ＣＨ＝ＣＨＲ４；－Ｃ≡ＣＨ；－Ｃ≡ＣＲ４；もしくはＲ５によっ
て表される１個以上の基で必要に応じて置換されたフェニル基であり；
　Ｒ４は、－ＨもしくはＲ’によって表される基であり；
　各Ｒ５は、独立して、ハロ；アルキル；－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ；－Ｃ
ＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；ハロアルキル；および－
ＣＮから選択され；
　Ｒ’は、アルキル；もしくはハロで必要に応じて置換されたフェニル基；－ＯＲａ；ア
ルコキシ；ハロアルコキシ；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－
ＮＯ２；ハロアルキル；または－ＣＮであり；
　Ｒａは、フェノール保護基であり；そして
　Ｒｂは、カルボン酸保護基である。
【００４２】
　別の実施形態において、カテコール出発物質および上記重水素／プロトン交換反応にお
ける上記重水素化カテコール生成物は、それぞれ、構造式（ＶＩＩＩ）および構造式（Ｉ
Ｘ）によって表される：
【００４３】

【化１０】
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ここでＲａは、フェノールに対する保護基である。
【００４４】
　別の実施形態において、カテコール出発物質および上記重水素／プロトン交換反応にお
ける上記重水素化カテコール生成物は、それぞれ、構造式（Ｘ）および構造式（ＸＩ）に
よって表される。
【００４５】
【化１１】

　構造式（ＶＩＩ）、（ＩＸ）もしくは（ＸＩ）によって表される上記重水素化カテコー
ルは、上記Ｄ＋の供給源から分離され、それによって、１０％未満、好ましくは、５％未
満、より好ましくは、２％未満、およびさらにより好ましくは、１％未満の重量でＤ＋供
給源を含む組成物を生じる。重量による上記組成物の純度は、少なくとも９０％、好まし
くは、９５％、より好ましくは、９８％およびさらにより好ましくは、９９％の重水素化
カテコールであり、上記重水素化カテコールは、少なくとも７５％、好ましくは、少なく
とも８０％、より好ましくは、少なくとも８５％、さらにより好ましくは、少なくとも９
０％およびさらにより好ましくは、少なくとも９５％の同位体富化を有する。
【００４６】
　本発明の別の実施形態は、構造式（ＶＩＩ）、（ＩＸ）もしくは（ＸＩ）によって表さ
れる重水素化カテコールを含む組成物である。この組成物は、重量で、１０％未満、好ま
しくは、５％未満、より好ましくは、２％未満、およびさらにより好ましくは、１％未満
のＤ＋供給源を含み；そして／または少なくとも９０重量％、好ましくは、９５重量％、
より好ましくは、９８重量％およびさらにより好ましくは、９９重量％の純度の重水素化
カテコールを有する。上記重水素化カテコールは、少なくとも７５％、好ましくは、少な
くとも８０％、より好ましくは、少なくとも８５％、さらにより好ましくは、少なくとも
９０％およびさらにより好ましくは、少なくとも９５％の同位体富化を有する。
【００４７】
　本発明の別の実施形態は、構造式（ＸＩＩ）：
【００４８】

【化１２】

によって表される重水素化ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールである。
【００４９】
　構造式（ＸＩＩ）によって表される化合物の同位体富化は、少なくとも９９．０％；よ
り一般には、９９．５％より大きく、そしてさらにより一般には、９９．９％より大きい
；
　ｎは、１、２もしくは３であり；
　各Ｒ１は、独立して、フルオロ；クロロ；ヨード；－ＯＲａ；アルコキシ；－ＣＨＯ；
－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ’；Ｃ（Ｏ）Ｒ’；－ＣＮ；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ（Ｏ
）ＮＨＲ’；－ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２；－ＣＲ４＝Ｃ（Ｒ４）２；－Ｃ≡ＣＲ４；もし
くはＲ５によって表される１個以上の基で必要に応じて置換されたアリール基であり；
　各Ｒ４は、－ＨもしくはＲ’によって表される基であり；
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　Ｒ５によって表される各基は、独立して、ハロ；アルキル；－ＯＲａ；ＯＲ’；－ＣＨ
Ｏ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；ハロアルキル；－ＣＮ；－
ＮＨＲｃ；－ＮＲｃＲ”；－Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ２

；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ
（Ｏ）ＮＨＲ”；－ＯＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈ；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；
－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＲ”； －Ｓ（Ｏ）Ｒ”；－Ｓ（Ｏ）２Ｒ”；－ＳＯ２ＮＨ２；－ＳＯ

２ＮＨＲ”；－ＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＳＯ２ＮＨ２；－ＮＨＳＯ２ＮＨＲ”；－Ｎ
ＨＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；もしくは－ＮＨＳＯ２Ｒ”であり；
　Ｒ’は、アルキルもしくはアリールであり、各々必要に応じてかつ独立して、ハロ；－
ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ
）Ｒ”；－ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル；－ＣＮ；－ＮＨＲｃ；－ＮＲｃＲ”；－Ｎ
（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨＲ”；－
ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ（Ｒ”）２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨ２；－ＯＣ（Ｏ）ＮＨＲ”； －ＯＣ（Ｏ
）Ｎ（Ｒ”）２；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈ；－ＮＨＣ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＲ”；－Ｓ
（Ｏ）Ｒ”；－Ｓ（Ｏ）２Ｒ”；－ＳＯ２ＮＨ２；－ＳＯ２ＮＨＲ”；－ＳＯ２Ｎ（Ｒ”
）２；－ＮＨＳＯ２ＮＨ２；－ＮＨＳＯ２ＮＨＲ”；－ＮＨＳＯ２Ｎ（Ｒ”）２；もしく
は－ＮＨＳＯ２Ｒ’で置換され；
　Ｒ”はアルキルであり；
　Ｒａは、－Ｈもしくはフェノール保護基であり；
　Ｒｂは、－Ｈもしくはカルボン酸保護基であり；そして
　Ｒｃは、－Ｈもしくはアミン保護基である。
【００５０】
　代替の実施形態において、構造式（ＸＩＩ）によって表される化合物の同位体富化は、
少なくとも９６％（例えば、少なくとも９７％および少なくとも９８％）であり、上記構
造的変数の全ては、上記のとおりである。
【００５１】
　本発明の別の実施形態は、構造式（ＸＩＩａ）：
【００５２】

【化１３】

によって表される重水素化ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールである。
【００５３】
　構造式（ＸＩＩａ）によって表される化合物の同位体富化は、少なくとも９９．０％；
より一般には、９９．５％より大きく、さらにより一般には、９９．９％より大きい；
　Ｒ１は、フルオロ；クロロ；ヨード；－ＯＲａ；アルコキシ；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ

；－ＣＯＯＲ’；Ｃ（Ｏ）Ｒ’；－ＣＨ＝ＣＨＲ４；－Ｃ≡ＣＨ；－Ｃ≡ＣＲ４；もしく
はＲ５によって表される１個以上の基で必要に応じて置換されたフェニル基であり；
　各Ｒ５は、独立して、ハロ；アルキル；－ＯＲａ；アルコキシ；ハロアルコキシ；－Ｃ
ＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；－ＮＯ２；ハロアルキル；および－
ＣＮから選択され；
　Ｒ’は、アルキル基；もしくはハロで必要に応じて置換されたフェニル基；－ＯＲａ；
アルコキシ；ハロアルコキシ；－ＣＨＯ；－ＣＯＯＲｂ；－ＣＯＯＲ”；Ｃ（Ｏ）Ｒ”；
－ＮＯ２；アルキル；ハロアルキル；または－ＣＮであり；そして
　上記変数の残りは、構造式（ＸＩＩ）について上記に記載されるとおりである。
【００５４】
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　別の実施形態において、上記重水素化ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールは、構造式
（ＸＩＩＩ）：
【００５５】
【化１４】

によって表され、
　Ｒ１は、－ＣＨＯもしくは－ＯＲａであり；Ｒａは、－Ｈもしくはフェノール保護基で
ある。
【００５６】
　代替の実施形態において、構造式（ＸＩＩａ）および（ＸＩＩＩ）によって表される化
合物の同位体富化は、少なくとも９６％（例えば、少なくとも９７％および少なくとも９
８％）であり、上記構造的変数の全ては、上記で記載されるとおりである。
【００５７】
　開示される方法によって調整される２個の特に有用なｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジ
オキソールの構造は、以下に示される：
【００５８】
【化１５】

構造式（ＸＩＶ）によって表されるｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールは、重水
素化タダラフィル（ＸＩＸ、Ｒ１＝Ｈ、Ｒ２＝ＣＤ３）および重水素化ベルベリン（ＸＸ
Ｉ、Ｘ＝Ｃｌ）（スキーム３を参照のこと）の調製において使用され；構造式（ＸＶ）に
よって表される上記ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールは、重水素化パロキセチ
ンＸＶＩＩ（スキーム１を参照のこと）およびＸＶＩＩＩ（スキーム７を参照のこと）の
調製において使用される。適切な実験条件の詳細は、以下のとおりである。
【００５９】
　本発明の別の実施形態は、重水素化パロキセチン、重水素化タダラフィル、または上記
重水素化パロキセチンもしくは上記重水素化タダラフィルの薬学的に受容可能な塩である
。上記重水素化パロキセチン、重水素化タダラフィル、または上記重水素化パロキセチン
もしくは上記重水素化タダラフィルの薬学的に受容可能な塩は、構造式（ＸＶＩ）：
【００６０】
【化１６】

によって表されるベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を含む。
【００６１】
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　構造式（ＸＶＩ）（および上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を有する他の構
造式）において、上記重水素を有する炭素は、メチレンジオキシ炭素といわれる。重水素
での構造式（ＸＶＩ）によって表される上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基の同
位体富化は、少なくとも９９．０％、代表的には、少なくとも９９．５％およびより代表
的には、少なくとも９９．９％である。重水素での構造式（ＸＶＩ）によって表されるベ
ンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基の９９．０％　同位体富化は、ベンゾ［ｄ］［１，
３］ジオキソール基１モルあたり、ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基中に合計で少
なくとも０．９９０×２モルの重水素原子の代わりに、ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソ
ール１モルあたり、重水素を有するとして示された各部位において少なくとも０．９９０
モルの重水素が存在することを意味する。
【００６２】
　言い換えると、構造式（ＸＶＩ）によって表される上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキ
ソール基の重水素での９９％　同位体富化は、上記構造中の各々示された重水素原子に関
して、上記構造によって表される化合物の分子のうちの少なくとも９９．０％が、その重
水素原子が存在することを意味する。
【００６３】
　本発明の重水素化パロキセチンおよび重水素化タダラフィルの例は、構造式（ＸＶＩＩ
）～（ＸＩＸ）：
【００６４】
【化１７】

によって表され、Ｒ１は、ＨもしくはＤであり、Ｒ２は、－ＣＨ３もしくは－ＣＤ３であ
る。構造式（ＸＶＩＩ）および（ＸＶＩＩＩ）によって表される重水素化パロキセチン、
ならびに構造式（ＸＩ）によって表される重水素化タダラフィルの薬学的に受容可能な塩
がまた、含まれる。
【００６５】
　代替の実施形態において、構造式（ＸＩＶ）、（ＸＶ）、（ＸＶＩ）、（ＸＶＩＩ）、
（ＸＶＩＩＩ）、（ＸＩＸ）、（ＸＸ）および（ＸＸＩ）によって表される化合物の同位
体富化は、少なくとも９６％（例えば、少なくとも９７％および少なくとも９８％）であ
り、上記構造的変数の全ては、上記所定の構造式について上記で記載されるとおりである
。
【００６６】
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　特定のセットの実施形態において、構造式ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、ＩＶａ、ＩＶｂ、Ｖ、
Ｖａ、Ｖｂ、ＶＩＩ、ＩＸ、ＸＩ、ＸＩＩ、ＸＩＩａ、ＸＩＩＩ、ＸＩＶ、ＸＶ、ＸＶＩ
、ＸＶＩＩ、ＸＶＩＩＩ、ＸＩＸ、ＸＸ、およびＸＸＩにおいて重水素として指定されな
いいかなる原子も、その天然の同位体量において存在する。
【００６７】
　上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基の範囲外である構造式（ＸＶＩＩ）～（Ｘ
ＩＸ）に示される表示部位に重水素を組み込むための合成の詳細は、ＷＯ　２００７／０
１６４３１、ＵＳ２００７／０１１２０３１およびＵＳ２００７／０１９１３８１（その
教示全体は、本明細書に参考として援用される）に提供される。
【００６８】
　本発明の別の実施形態は、重水素化ベルベリンである。上記重水素化ベルベリンは、構
造式（ＸＸ）：
【００６９】
【化１８】

によって表されるベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を含む。
重水素での構造式（ＸＸ）によって表される上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基
の上記同位体富化は、少なくとも９９．０％、代表的には、少なくとも９９．５％、およ
びより代表的には、少なくとも９９．９％である。重水素での構造式（ＸＸ）によって表
されるベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基の上記９９．０％　同位体富化は、ベンゾ
［ｄ］［１，３］ジオキソール基１モルあたり、ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基
において合計で少なくとも０．９９０×２モルの重水素原子の代わりに、ベンゾ［ｄ］［
１，３］ジオキソール１モルあたり、重水素を有するとして示された各々の部位において
少なくとも０．９９０モルの重水素が存在することを意味する。
【００７０】
　本発明の重水素化ベルベリンの例は、構造式（ＸＸＩ）：
【００７１】
【化１９】

によって表され、ここでＸ－は、薬学的に受容可能なアニオンである。
【００７２】
　本発明の重水素化化合物が、上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基（例えば、構
造式（ＸＸＩ）におけるメトキシ基）以外の位置において重水素を有すると示されている
場合、上記示された部位に存在する各重水素に対する上記同位体富化は、少なくとも１５
％、少なくとも２２．５％、少なくとも３０％、少なくとも３７．５％、少なくとも４５
％、少なくとも５２．５％、少なくとも６０％の重水素、少なくとも６７．５％、少なく
とも７５％、少なくとも８２．５％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、少なくとも
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９７％、少なくとも９９．０％、もしくは少なくとも９９．５％である。重水素化の部位
として示された部位に存在する各重水素の同位体富化は、他の重水素化部位とは無関係で
あることが理解される。
【００７３】
　本明細書で開示される重水素化パロキセチンおよび重水素化タダラフィル化合物の薬学
的に受容可能な塩は、本発明に含まれる。これら開示される化合物は、塩基性アミン基を
有し、従って、薬学的に受容可能な酸と薬学的に受容可能な塩を形成し得る。本発明の化
合物の適切な薬学的に受容可能な酸付加塩としては、無機酸（例えば、塩酸、臭化水素酸
、リン酸、メタリン酸、硝酸、および硫酸）の塩および有機酸（例えば、酢酸、ベンゼン
スルホン酸、安息香酸、クエン酸、エタンスルホン酸、フマル酸、グルコン酸、グリコー
ル酸、イセチオン酸、乳酸、ラクトビオン酸、マレイン酸、リンゴ酸、メタンスルホン酸
、コハク酸、ｐ－トルエンスルホン酸、および酒石酸）の塩が挙げられる。四級アンモニ
ウム基を有する化合物（例えば、ベルベリン）はまた、対アニオン（例えば、塩化物イオ
ン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、酢酸イオン、過塩素酸イオンなど）もしくは上記酸
のうちのいずれか１つのアニオンを含む。このような塩の他の例としては、塩酸塩、臭化
水素酸塩、硫酸塩、メタンスルホン酸塩、硝酸塩、マレイン酸塩、酢酸塩、クエン酸塩、
フマル酸塩、酒石酸塩［例えば、（＋）－酒石酸塩、（－）－酒石酸塩もしくはこれらの
混合物（ラセミ混合物を含む）］、コハク酸塩、安息香酸塩、およびグルタミン酸のと唸
アミノ酸との塩が挙げられる。
【００７４】
　用語「アルキル」とは、本明細書において使用される場合、１～１０個の炭素原子、よ
り代表的には、１～６個を有する飽和の直鎖もしくは分枝鎖の炭化水素；または３～８個
の炭素原子を有する飽和の環式炭化水素を意味する。
【００７５】
　用語「アリール基」とは、炭素環原子のみ（代表的には、６～１４個）を有する炭素環
式芳香族環を意味し、単環式芳香族環系（例えば、フェニル）および縮合多環式芳香族環
系（ここで２個以上の炭素環式芳香族環が、互いに縮合される）が挙げられる。例として
は、１－ナフチル、２－ナフチル、１－アントラシルが挙げられる。
【００７６】
　構造式（Ｉ）および（ＩＩ）中の環Ａは、そこに記載される反応を妨害しない置換基を
含む。具体的には、上記アルキル化反応において使用される塩基と反応するように十分酸
性である置換基は、適切な保護基で望ましくは誘導体化される。このタイプの置換基の例
としては、カルボン酸、スルホン酸、アルコールおよびフェノールが挙げられる。さらに
は、上記ジハロジ重水素メタンと反応し得るように十分に求核性である置換基はまた、適
切な保護基で望ましくは誘導体化される。このタイプの置換基の例としては、一級アミン
および二級アミン、フェノールならびにアルコールが挙げられる。
【００７７】
　「保護基」および上記フェノール基を保護しかつ脱保護するための反応および条件は、
当該分野で周知であり、例えば、Ｇｒｅｅｎｅ　ａｎｄ　Ｗｕｔｓ，「Ｐｒｏｔｅｃｔｉ
ｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ」，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌ
ｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ（２００７），第２章およびそこに引用される参考文献において開示
される。
【００７８】
　適切な保護基は、上記フェノール基をエーテルとして保護し、このような保護基の例と
しては、以下が挙げられる：メチル、メトキシメチルメチル、メチルチオメチル、（フェ
ニルジメチルシリル）メトキシメチル、ベンジルオキシメチル、ｐ－メトキシベンジルオ
キシメチル、［３，４－ジメトキシベンジル）オキシ］メチル、ｐ－ニトロベンジルオキ
シメチル、ｏ－ニトロベンジルオキシメチル、［（Ｒ）－１－（２－ニトロフェニル）エ
トキシ］メチル、（４－メトキシフェノキシ）メチル、グアヤコールメチル、［（ｐ－フ
ェニルフェニル）オキシ］メチル、ｔ－ブトキシメチル、４－ペンテニルオキシメチル、
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シロキシメチル、２－メトキシエトキシメチル、２－シアノエトキシメチル、ビス（２－
クロロエトキシ）メチル、２，２，２－トリクロロエトキシメチル、２－（トリメチルシ
リル）エトキシメチル、メトキシ（ｍｅｎｔｈｏｘｙ）メチル、ｏ－ビス（２－アセトキ
シエトキシ）メチル、テトラヒドロピラニル、フッ素系（ｆｌｕｏｒｏｕｓ）テトラヒド
ロピラニル、３－ブロモテトラヒドロピラニル、テトラヒドロチオピラニル、１－メトキ
シシクロヘキシル、４－メトキシテトラヒドロピラニル、４－メトキシテトラヒドロチオ
ピラニル、４－メトキシテトラヒドロチオピラニル、Ｓ，Ｓ－ジオキシド、１－［（２－
クロロ－４－メチル）フェニル］－４－メトキシピペリジン－４－イル、１－（２－フル
オロフェニル）－４－メトキシピペリジン－４－イル、１－（４－クロロフェニル）－４
－メトキシピペリジン－４－イル、１，４－ジオキサン－２－イル、テトラヒドロフラニ
ル、テトラヒドロチオフラニル、２，３，３ａ，４，５，６，７，７ａ－オクタヒドロ（
ｏｃｔａｈｙｒｄｏ）－７，８，８－トリメチル－４，７－メタノベンゾフラン－２－イ
ル、１－エトキシエチル、１－（２－クロロエトキシ）エチル、２－ヒドロキシエチル、
２－ブロモエチル、１－［２－（トリメチルシリル）エトキシ］エチル、１－メチル－１
－メトキシエチル、１－メチル－１－ベンジルオキシエチル、１－メチル－１－ベンジル
オキシ－２－フルオロエチル、１－メチル－１－フェノキシエチル、２，２，２－トリク
ロロエチル、１，１，－ジアニシル－２，２，２，－トリクロロエチル、１，１，１，３
，３，３－ヘキサフルオロ－２－フェニルイソプロピル、１－（２－シアノエトキシ）エ
チル、２－トリメチルシリルエチル、２－（ベンジルチオ）エチル、２－（フェニルセレ
ニル）エチル、ｔ－ブチル、シクロヘキシル、１－メチル－１’－シクロプロピルメチル
、アリル、プレニル、シンナミル、２－フェンアリル、プロパルギル、ｐ－クロロフェニ
ル、ｐ－メトキシフェニル、ｐ－ニトロフェニル、２，４－ジニトロフェニル、２，３，
５，６－テトラフルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル、ベンジル、ｐ－メトキ
シベンジル、３，４－ジメトキシベンジル、２，６－ジメトキシベンジル、ｏ－ニトロベ
ンジル、ｐ－ニトロベンジル、ペンタジエニルニトロベンジル、ペンタジエニルニトロピ
ペロニル、ハロベンジル、２，６－ジクロロベンジル、２，４－ジクロロベンジル、２，
６－ジフルオロベンジル、ｐ－シアノベンジル、フッ素系ベンジル、４－フッ素系アルコ
キシベンジル、トリメチルシリルキシリル、ｐ－フェニルベンジル、２－フェニル－２－
プロピル（クミル）、ｐ－アシルアミノベンジル、ｐ－アジドベンジル、４－アジド－３
－クロロベンジル、２－トリフルオロメチルベンジルおよび４－トリフルオロメチルベン
ジル、ｐ－（メチルスルフィニル）ベンジル、ｐ－シルエタニル（ｓｉｌｅｔａｎｙｌ）
ベンジル、４－アセトキシベンジル、４－（２－トリメチルシリル）エトキシメトキシベ
ンジル、２－ナフチルメチル、２－ピコリルおよび４－ピコリル、３－メチル－２－ピコ
リル　Ｎ－オキシド、２－キノリニルメチル、６－メトキシ－２－（４－メチルフェニル
（ｐｈｅｎｙ））－４－キノリンメチル、１－ピレニルメチル、ジフェニルメチル、４－
メトキシジフェニルメチル、４－フェニルジフェニルメチル、ｐ，ｐ’－ジニトロベンズ
ヒドリル、５－ジベンゾスベリル、トリフェニルメチル、トリス（４－ｔ－ブチルフェニ
ル）メチル、α－ナフチルジフェニルメチル、ｐ－メトキシフェニルジフェニルメチル、
ジ（ｐ－メトキシフェニル）フェニルメチル、トリ（ｐ－メトキシフェニル）メチル、４
－（４’－ブロモフェナシルオキシ）フェニルジフェニルメチル、４，４’，４”－トリ
ス（４，５－ジクロロフタルイミドフェニル）メチル、４，４’，４”－トリス（レブリ
ノイルオキシフェニル）メチル、４，４’，４”トリス（ベンゾイルオキシフェニル）メ
チル、４，４’－ジメトキシ－３”－［Ｎ－（イミダゾリルメチル）トリチル、４，４’
－ジメトキシ－３”－［Ｎ－（イミダゾリルエチル）カルバモイル］トリチル、ビス（４
－メトキシフェニル）－１’－ピレニルメチル、４－（１７－テトラベンゾ［ａ，ｃ，ｇ
，ｉ］フルオレニルメチル）－４，４”－ジメトキシトリチル、９－アントリル、９－（
９－フェニル）キサンテニル、９－フェニルチオキサンチル、９－（９－フェニル－１０
－オキソ）アントリル、１，３－ベンゾジチオラン－２－イル、４，５－ビス（エトキシ
カルボニル－［１，３］－ジオキソラン－２－イル、ベンゾイソチアゾリル　Ｓ，Ｓ－ジ
オキシド（ｏｘｉｄｏ）、トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリイソプロピルシリ
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ル、ジメチルイソプロピルシリル（ｓｉｙｌ）、ジエチルイソプロピルシリル、ジメチル
テキシル（ｔｈｅｘｙｌ）シリル、２－ノルボルニルジメチルシリル（ｓｉｌｙ）、ｔ－
ブチルジメチルシリル、ｔ－ブチルジフェニルシリル、トリベンジルシリル、トリ－ｐ－
キシリルシリル、トリフェニルシリル、ジフェニルメチルシリル、ジ－ｔ－ブチルメチル
シリル、ビス（ｔ－ブチル）－１－ピレニルメトキシシリル、トリス（トリメチルシリル
）シリル、ｓｉｓｙｌ、（２－ヒドロキシスチリル）ジメチルシリル、（２－ヒドロキシ
スチリル）ジイソプロピルシリル、ｔ－ブチルメトキシフェニルシリル、ｔ－ブトキシジ
フェニルシリルおよび１，１，３，３－テトライソプロピル－３－［２－（トリフェニル
メトキシ）エトキシ］ジシロキサン－１－イル。
【００７９】
　あるいは、適切な保護基は、エステルとして（例えば、例えば、ホルメート、ベンゾイ
ルホルメート、アセテート、クロロアセテート、ジクロロアセテート、トリクロロアセテ
ート、トリクロロアセトアミデート、トリフルオロアセテート、メトキシアセテート、ト
リフェニルメトキシアセテート、フェノキシアセテート、ｐ－クロロフェノキシアセテー
ト、フェニルアセテート、ｐ－フェニルアセテート、ジフェニルアセテート、３－フェニ
ルプロピオネート、ビスフッ素系（ｂｉｓｆｌｕｏｒｏｕｓ）鎖タイププロパノイル（Ｂ
ｆｐ－ＯＲ）、４－ペンタノエート、４－オキソペンタノエート（レブリネート）、４，
４－（エチレンジチオ）ペンタノエート、５－［３－ビス（４－メトキシフェニル）ヒド
ロキシメチルフェノキシ］レブリネート、ピバロエート、１－アダマントエート、クロト
ネート、４－メトキシクロトネート、ベンゾエート、ｐ－フェニルベンゾエート、２，４
，６－トリメチルベンゾエート（メシトエート（ｍｅｓｉｔｏａｔｅ））、４－ブロモベ
ンゾエート、２，５－ジフルオロベンゾエート、ｐ－ニトロベンゾエート、ピコリネート
、ニコチネート、２－（アジドメチル）ベンゾエート、４－アジドブチレート、（２－ア
ジドメチル）フェニルアセテート、２－｛［（トリチルチオ）オキシ］メチル｝ベンゾエ
ート、２－｛［（４－メトキシトリチルチオ）オキシ］メチル｝ベンゾエート，２－｛［
メチル（トリチルチオ）アミノ］メチル｝ベンゾエート、２｛｛［４－メトキシトリチル
）チオ］メチルアミノ｝－メチル｝ベンゾエート、２－（アリルオキシ）フェニルアセテ
ート、２－（プレニルオキシメチル）ベンゾエート、６－（レブリニルオキシメチル）－
３－メトキシ－２－および４－ニトロベンゾエート、４－ベンジルオキシブチレート、４
－トリアルキルシロキシブチレート（ｂｕｔｒａｔｅ）、４－アセトキシ－２，２－ジメ
チルブチレート、２，２－ジメチル－４－ペンタノエート、２－ヨードベンゾエート、４
－ニトロ－４－メチルペンタノエート、ｏ－（ジブロモメチル）ベンゾエート、２－ホル
ミルベンゼンスルホネート、４－メチルチオメトキシ）ブチレート、２－メチルチオメト
キシメチル）ベンゾエート、２－（クロロアセトキシメチル）ベンゾエート、２［（２－
クロロアセトキシ）エチル］ベンゾエート、２－［２－（ベンジルオキシ）エチル］ベン
ゾエート、２－［２－（４－メトキシベンジルオキシ）エチル］ベンゾエート、２，６－
ジクロロ－４－メチルフェノキシアセテート、２，６－ジクロロ－４－（１，１，３，３
－テトラメチルブチル）フェノキシアセテート、２，４－ビス（１，１－ジメチルプロピ
ル）フェノキシアセテート、クロロジフェニルアセテート、イソブチレート、モノスクシ
ノエート、（Ｅ）－２－メチル－２－ブテノエートｔｉｇｌｏａｔｅ）、ｏ－（メトキシ
カルボニル）ベンゾエート、ｐ－ベンゾエート、α－ナフトエート、ニトレート、アルキ
ルＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルホスホロジアミデート、２－クロロベンゾエート）
、スルホネート、スルフェネートおよびスルフィネートとして（例えば、スルフェート、
アリルスルホネート、エタンスルホネート（メシレート）、ベンジルスルホネート、トシ
レート、２－［（４－ニトロフェニル）エチル］スルホネート、２－トリフルオロメチル
スルホネート、４－モノメトキシトリチルスルフェネート、アルキル２，４－ジニトロフ
ェニルスルフェネート、２，２，５，５－テトラメチルピロリジン－３－オン－１－スル
フィネート、ボレート、ジメチルホスフィノチオイル）、カーボネートとして（例えば、
アルキルメチルカーボネート、メトキシメチルカーボネート、９－フルオレニルメチルカ
ーボネート、エチルカーボネート、ブロモエチルカーボネート、２－（メチルチオメトキ
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シ）エチルカーボネート、２，２，２－トリクロロエチルカーボネート、１，１－ジメチ
ル－２，２，２－トリクロロエチルカーボネート、２－（トリメチルシリル）エチルカー
ボネート、２－［ジメチル（２－ナフチルメチル）シリル］エチルカーボネート、２－（
フェニルスルホニル）エチルカーボネート、２－（トリフェニルホスホニオ（ｐｈｏｓｐ
ｈｏｎｉｏ））エチルカーボネート、ｃｉｓ－［４－［［（－メトキシトリチル）スルフ
ェニル］オキシ］テトラヒドロフラン－３－イル］オキシカーボネート、イソブチルカー
ボネート、ｔ－ブチルカーボネート、ビニルカーボネート、アリルカーボネート、シンナ
ミルカーボネート、プロパルギルカーボネート、ｐ－クロロフェニルカーボネート、ｐ－
ニトロフェニルカーボネート、４－エトキシｌ－１－ナフチルカーボネート、６－ブロモ
－７－ヒドロキシクマリン－４－イルメチルカーボネート、ベンジルカーボネート、ｏ－
ニトロベンジルカーボネート、ｐ－ニトロベンジルカーボネート、ｐ－メトキシベンジル
カーボネート、３，４－ジメトキシベンジルカーボネート、アントラキノン－２－イルメ
チルカーボネート、２－ダンシルエチルカーボネート、２－（４－ニトロフェニル）エチ
ル、２－（２，４－ニトロフェニル）エチル、２－（２－ニトロフェニル）プロピル、２
－（３，４－メチレンジオキシ－６－ニトロフェニルプロピル、２－シアノ－１－フェニ
ルエチルカーボネート、２－（２－ピリジル）アミノ－１－フェニルエチルカーボネート
、２－［Ｎ－メチル－Ｎ－（２－ピリジル）］アミノ－１－フェニルエチルカーボネート
、フェナシルカーボネート、３’，５’－ジメトキシベンゾインカーボネート、メチルジ
チオカーボネート、Ｓ－ベンジルチオカーボネート）、およびカルバメートとして（例え
ば、ジメチルチオカルバメート、Ｎ－フェニルカルバメート、およびＮ－メチル－Ｎ－（
ｏ－ニトロフェニル）カルバメート）、上記フェノール基を保護する。
【００８０】
　アミノ基に適した保護基の例としては、カルバメート（例えば、メチル、エチル、９－
フルオレニルメチル、９－（２－スルホ）フルオレニルメチル、９－（２，７－ジブロモ
）フルオレニルメチル、１７－テトラベンゾ［ａ，ｃ，ｇ，ｉ］ｆｌｕｏｅｒｎｙｌｔｈ
メチル、２－クロロ－３－インデニルメチル、ベンゾ［ｆ］インデン－３－イルメチル－
２，７－ジ－ｔ－ブチル－［９－（１０，１０－ジオキソ－１０，１０，１０，１０－テ
トラヒドロチオキサンチル）］メチル、１，１－ジオキソベンゾ［ｂ］チオフェン－２－
イルメチル、２，２，２－トリクロロエチル、２－トリメチルシリルエチル、２－フェニ
ルエチル、１－（１－アダマンチル）－１－メチルエチル、２－クロロエチル、１，１－
ジメチル－２－ハロエチル、１，１－ジメチル－２－ｄｉｂｒｏメチル、１，１－ジメチ
ル－２，２，２－トリクロロエチル、１－メチル－１－（４－ビフェニルイル）エチル、
１－（３，５－ジ－ｔ－ブチルフェニル）－１－メチルエチル、ｔ－ブチル、１－アダマ
ンチル、２－アダマンチル、ビニル、アリル、１－イソプロピルアリル、シンナミル、４
－ニトロシンナミル、ベンジル、ｐ－メトキシベンジル、ｐ－ニトロベンジル、ｐ－ブロ
モベンジル、ｐ－クロロベンジル、２，４－ジクロロベンジル、ｍ－ニトロフェニル、３
，５－ジメトキシベンジル、１－メチル－１－（３，５－ジメトキシフェニル）エチル、
α－メチルニトロピペロニル、ｏ－ニトロベンジル、３，４－ジメトキシ－６－ニトロベ
ンジル、およびフェニル（ｏ－ニトロフェニル）メチル）、アミド（例えば、ｎ－ホルミ
ル、ｎ－アセチル、ｎ－クロロアセチル、ｎ－トリクロロアセチル、ｎ－トリフルオロア
セチル、ｎ－フェニルアセチル、およびｎ－３－フェニルプロピオニル）、Ｎ－アルキル
およびＮ－アリールアミン（例えば、ｎ－メチル、ｎ－ｔ－ブチル、ｎ－アリル、ｎ－ベ
ンジル、ｎ－４－メトキシベンジル、ｎ－２，４－ジメトキシベンジル、およびｎ－２－
ヒドロキシベンジル）が挙げられる。
【００８１】
　カルボン酸基に適した保護基の例としては、以下が挙げられる：９－フルオレニルメチ
ル、メトキシメチル、メチルチオメチル、テトラヒドロピラニル、テトラヒドロフラニル
、メトキシエトキシメチル、２－（トリメチルシリル）エトキシメチル、ベンジルオキシ
メチル、ピバロイルオキシメチル、フェニルアセトキシメチル、トリイソプロピルシリル
メチル、シアノメチル、アセトール、ｐ－ブロモフェナシル、α－メチルフェナシル、ｐ
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－メトキシフェナシル、デシル、カルボキサミドメチル、ｐ－アゾベンゼンカルボキサミ
ドメチル、Ｎ－フタルイミドメチル、２，２，２－トリクロロエチル、２－ハロエチル、
ω－クロロアルキル、２－（トリメチルシリル）エチル、２－メチルチオエチル、１，３
－ジチアニル－２－メチル、２－（ｐ－ニトロフェニルスルフェニル）エチル、２－（ｐ
－トルエンスルホニル）エチル、２－２’－ピリジル）エチル、２－（ｐ－メトキシフェ
ニル）エチル、２－（ジフェニルホスフィノ）エチル、１－メチル－１－フェニルエチル
、２－（４－アセチル－２－ニトロフェニル）エチル、２－シアノエチル、ｔ－ブチル、
３－メチル－３－ペンチル、ジシクロプロピルメチル、２，４－ジメチル－３－ペンチル
、シクロペンチル、シクロヘキシル、アリル、メタリル（ｍｅｔｈａｌｌｙｌ）、２－メ
チルブト－３－エン－２－イル、３－メチルブト－２－（プレニル）、３－ブテン－１－
イル、４－（トリメチルシリル）－２－ブテン－１－イル、シンナミル、α－メチルシン
ナミル、プロプ－２－イニル（プロパルギル）、フェニル、２，６－ジメチルフェニル、
２，６－ジイソプロピルフェニル、２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェニル、２，
６－ジ－ｔ－ブチル－４－メトキシフェニル、ｐ－（メチルチオ）フェニル、ペンタフル
オロフェニル（ｐｈｅｙｎｙｌ）、ベンジル、トリフェニルメチル、ジフェニルメチル、
ビス（ｏ－ニトロフェニル）メチル、９－アントリルメチル、２－（９，１０－ジオキソ
）アントリルメチル、５－ジベンゾスベリル、１－ピレニルメチル、２－（トリフルオロ
メチル）－６－クロモニルメチル、２，４，６－トリメチルベンジル、ｐ－ブロモベンジ
ル、ｏ－ニトロベンジル、ｐ－ニトロベンジル、ｐ－メトキシベンジル、２，６－ジメト
キシベンジル、４－（メチルスルフィニル）ベンジル、４－スルホベンジル、４－アジド
メトキシベンジル、４－｛Ｎ－［１－（４，４－ジメチル－２，６－ジオキソシクロヘキ
シリデン）－３－メチルブチル］アミノ｝ベンジル、ピペロニル、４－ピコリル、ｐ－ベ
ンジル、トリメチルシリル、トリエチルシリル、ｔ－ブチルジメチルシリル、ｉ－プロピ
ルジメチルシリル、フェニルジメチルシリル、ジ－ｔ－ブチルメチルシリルおよびトリイ
ソプロピルシリル。
【００８２】
　本明細書において示される構造式は、重水素で付加される部位として特定の原子を明示
する（例えば、構造式（ＩＩ）中のフェノール性の基）が、他の位置を明示しない。大部
分の一般的な実施形態において、特定の位置が同位体付加されるか否かに関して、構造式
に記載がない場合、上記特定の位置における安定な同位体は、天然の量で存在するか、ま
たは代わりに上記特定の位置が天然に存在する安定な１個以上の同位体で同位体付加され
ているかのいずれかであることが理解されるべきである。より具体的な実施形態において
、上記安定な同位体は、同位体富化の潜在的な部位として明示されていない化合物中の全
ての位置（本明細書において「明示されていない原子」という）において天然の量で存在
する。
【００８３】
　本発明は、具体的に示されかつその例示的な実施形態を参照しながら記載されてきたが
、形態および詳細における種々の変化が、添付の特許請求の範囲によって包含される発明
の範囲から逸脱することなくなされ得ることは、当業者によって理解される。
【００８４】
　（ジ重水素ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールを使用する例示的合成）
　ｄ４－パロキセチン、ｄ２－およびｄ３－タダラフィル、ならびにｄ８－ベルベリンの
調製を概説する以下のスキームは、ジ重水素ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール中間体
ＸＩＶおよびＸＶが使用され得る例として示される。
【００８５】
　（Ｄ４－パロキセチン合成）
　中間体ＸＶを使用する、（３Ｓ，４Ｒ）－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，
３］ジオキソール－５－イルオキシ）メチル－ｄ２）－４－（４－フルオロフェニル）ピ
ペリジンヒドロクロリドとしても公知のｄ４－パロキセチン（ＸＶＩＩ）の合成は、以下
のスキーム１に概説される。上記合成手順の詳細が提供され、これは、ｄ４－パロキセチ
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ンの実際の調製に基づき、この調製は、高度に同位体富化された中間体ＸＶの利益なしに
行われた。当業者は、同じ手順を、本発明の中間体ＸＶを使用して行って、メチレンジオ
キシ炭素位置の高い同位体富化を有するｄ４－パロキセチンを提供し得ることを認識する
。
【００８６】
　スキーム１
【００８７】
【化２０】

　（３Ｓ，４Ｒ）－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－
イルオキシ）メチル－ｄ２）－４－（４－フルオロフェニル）－１－メチルピペリジン（
３）の合成。５℃のトルエン中の（（３Ｓ，４Ｒ）－４－（－４－フルオロフェニル）－
１－メチルピペリジン－３－イル）メタノール－ｄ２（１）の溶液に、ジメチルエチルア
ミンを攪拌しながら添加し得る。窒素パージを取り付け得、上記混合物を、０℃へとさら
に冷却し得る。トルエン中のベンゼンスルホニルクロリドの混合物を、７０分間（分）に
わたってゆっくりと添加し、その温度を約０℃で維持し得る。上記得られた混合物を、２
０分間攪拌し、その温度を１０℃へと上昇させ得る。飽和ブラインおよび水酸化ナトリウ
ム水溶液の混合物を、１０分間にわたって添加し得、上記得られた混合物を、１０℃にお
いて１５分間にわたって攪拌し得る。その水相を分離し得、トルエンで抽出し得る。その
合わせたトルエン相を、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ得、濾過し得、上記溶媒の約１
／３を、真空下で除去し得る。中間体１ａの溶液を、Ｎ，Ｎ’－ジメチルホルムアミドで
希釈し得、上記得られた混合物を、５０℃へと加温し得、ＸＶの溶液およびＮ，Ｎ’－ジ
メチルホルムアミド中のナトリウムメトキシド（９．３３ｇ）を、２０分間にわたって添
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時間にわたって攪拌し得る。５０℃へと冷却した後、より多くの水を添加し得、攪拌を、
１５分間にわたって継続し得る。その水相を分離し得、トルエンで抽出し得る。その合わ
せたトルエン相を、２．５モル濃度の水酸化ナトリウム水溶液（２回）および水（１回）
で洗浄する。次いで、上記得られたトルエン相を、無水硫酸マグネシウム（１０．４ｇ）
で乾燥させ得、濾過し得る。トルエンを、減圧して蒸留することによって除去して、淡黄
色固体として３を形成し得、これを、真空オーブン（４０℃）中で一晩乾燥させ得る。
【００８８】
　（３Ｓ，４Ｒ）－フェニル－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソ
ロ－５－イルオキシ）メチル－ｄ２）－４－（４－フルオロフェニル）ピペリジン－１－
カルボキシレート（４）の合成。乾燥トルエン中のメチルピペリジン（３）の溶液を、６
０～６５℃へと加熱し得、フェニルクロロホルメートを、攪拌しながら１５分間にわたっ
て添加し得る。上記得られた混合物を、１時間にわたって６０～６５℃において攪拌し得
、次いで、２０℃へと冷却し得、１０％　硫酸水溶液で洗浄し得る。その合わせた酸洗浄
物を、トルエンで抽出し、その合わせた有機相を、水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥
させ、セライトを通して濾過する。その濾液を、真空中で濃縮し得、続いて、プロパン－
２－オールを添加し得；この濃度／再融解工程を、２回反復し得る。プロパン－２－オー
ルで最後に融解した後、上記溶液を、０～５℃へと２時間にわたってゆっくりと冷却し得
、次いで、約１時間にわたってこの温度で攪拌して、上記生成物を結晶として提供し得る
。上記結晶を濾過によって単離し、乾燥させて、生成物４を得る。
【００８９】
　（３Ｓ，４Ｒ）－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－
イルオキシ）メチル－ｄ２）－４－（４－フルオロフェニル）ピペリジンヒドロクロリド
（ＸＶＩＩ）の合成。３Ｎ　ＫＯＨ（０．３７ｍＬ）中の４の懸濁物（０．８ｍｍｏｌ）
を、還流しながら４時間にわたって加熱し得る。上記混合物を冷却し得、水および塩化メ
チレン各々１０ｍＬの間で分配し得る。上記水性部分を分離し得、塩化メチレンで抽出し
得、そしてその合わせた有機層を、５０％　ブラインで洗浄し得、ＭｇＳＯ４で乾燥させ
得、真空中で濃縮し得る。その残渣を、２ｍＬのイソプロピルアルコール中にとり、ジオ
キサン中の４．２Ｎ　溶液として０．９ｍｍｏｌの無水ＨＣｌで処理し得る。上記得られ
た固体を濾過し得、少量のイソプロピルアルコール、次いで、エーテルで洗浄し得、乾燥
させて、所望の生成物ＸＶＩＩを生成し得る。
【００９０】
　（重水素化タダラフィル合成）
　中間体ＸＩＶを使用するｄ２－もしくはｄ３－タダラフィルの合成を、以下のスキーム
２に概説されるように行われ得る。
【００９１】
　スキーム２
【００９２】
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　（Ｄ８－ベルベリン合成）
　中間体ＸＩＶを使用する、５，６－ジヒドロ－９，１０－（ジメトキシ－ｄ６）－ベン
ゾ［ｇ］－（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソロ［５，６－ａ］キノリジ
ニウムクロリドとしても公知のｄ８－ベルベリン（ＸＸＩ，ここでＸ＝Ｃｌ）の合成を、
以下のスキーム３に概説される。合成手順の詳細が提供され、ｄ８－ベルベリンの実際の
合成に基づき、これは、高度に同位体富化された中間体ＸＩＶの利益なしで行われた。当
業者は、同じ手順を、本発明の中間体ＸＩＶを使用して行って、上記メチレンジオキシ炭
素位置の高度の同位体富化を有するｄ４－パロキセチンを提供し得ることを認識する。
【００９３】
　スキーム３
【００９４】
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【化２２】

　（Ｅ）－５－（２－ニトロビニル）－２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソ
ール（１３）の合成。酢酸（５００ｍＬ）中のＸＩＶ（８５．４ｇ，０．５６２ｍｏｌ，
１．０当量）、ニトロメタン（９１．０ｍＬ，１．６８ｍｏｌ，３．０当量）および酢酸
アンモニウム（１０８．２ｇ，１．４０ｍｏｌ，２．５当量）の混合物を、還流条件下で
４時間にわたって攪拌し得る。室温へと冷却した後、上記混合物を、氷水（５００ｍＬ）
中に注ぎ得、ジクロロメタン（ＤＣＭ）（３×１．４Ｌ）で抽出し得る。上記ジクロロメ
タン溶液を、水（２×１．４Ｌ）およびブライン（２×１．４Ｌ）で洗浄し得、乾燥し得
（ＭｇＳＯ４）、濾過し得、そして鍼灸中で濃縮して、褐色油状物として粗製生成物を生
成し得、これを、カラムクロマトグラフィー（ＳｉＯ２；１：１　ＤＣＭ／ヘキサン）に
よって生成して、１３を入手し得る。
【００９５】
　２－（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イル）エタンアミン
（１４）の合成。ＴＨＦ（１．２８Ｌ）中の１３（６２．１ｇ，０．３１８ｍｏｌ，１当
量）の溶液を、Ｅｔ２Ｏ（１．９Ｌ）中のＬｉＡｌＨ４（４５．９ｇ，１．２１ｍｏｌ，
３．８当量）の十分に攪拌した懸濁物に滴下し得る。上記混合物を加熱して、２時間にわ
たって還流し得、その後、その反応が完了するはずである。上記溶液を、アイスバス中で
冷却し得、水（４６ｍＬ）を滴下し、続いて、１５％　ＮａＯＨ水溶液（４６ｍＬ）およ
びより多くの水（１３８ｍＬ）を添加することによってクエンチし得る。上記混合物を、
３０分間にわたって攪拌し得、次いで、濾過し得、その有機溶媒を、真空中で除去し得る
。その水性残渣を、ＤＣＭ（３×９００ｍＬ）で抽出し得、その合わせた有機物を、５％
　ＨＣｌ水溶液（６４０ｍＬ）で抽出し得る。その酸性水層を、５％　ＮＨ４ＯＨ水溶液
（６４０ｍＬ）でｐＨ９へと塩基性にし得、ＤＣＭ（３×９００ｍＬ）で抽出し得、その
合わせた有機物を、水（２×９００ｍＬ）およびブライン（２×９００ｍＬ）で抽出し得
、乾燥させ得（ＭｇＳＯ４）、濾過し得、真空中で濃縮して、１４を与え得る。
【００９６】
　（Ｚ）－２－（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イル）－Ｎ
－（２，３－（ジメトキシ－ｄ６）－ベンジリデン）エタンアミン（１６）の合成。無水
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ＤＣＭ（６００ｍＬ）中の上記アミン１４（２１．５５ｇ，０．１２９ｍｏｌ，１．０当
量）、アルデヒド１５（２２．２０ｇ，０．１２９ｍｏｌ，１．０当量）および４Åモレ
キュラーシーブ（６３．０ｇ）の混合物を、上記反応が完了し得るまで、室温において１
６時間にわたって攪拌し得る。上記混合物を、セライト（１００ｇ）を通して濾過し得、
上記ＤＣＭを真空中で除去して、粗製生成物１６を与え得る。
【００９７】
　２－（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イル）－Ｎ－（２，
３－（ジメトキシ－ｄ６）ベンジル）エタンアミン（１７）の合成。メタノール（４５０
ｍＬ）中の、イミン１６（４０．４ｇ，０．１２６ｍｏｌ，１．０当量）および水素化ホ
ウ素ナトリウム（７．１５ｇ，０．１８９ｍｏｌ，１．５当量）の混合物を、２時間にわ
たって攪拌しながら、還流下で加熱し得る。上記反応を、０℃および５℃（アイスバス）
へと冷却し得、水（４５０ｍＬ）を添加し得る。上記混合物を、ＤＣＭ（２×９００ｍＬ
）で抽出し得、その合わせた有機物を乾燥させ（ＭｇＳＯ４）、濾過し、真空中で濃縮し
て、生成物１７を与え得る。
【００９８】
　上記遊離塩基（３８．２ｇ，０．１１８ｍｏｌ，１．０当量）を、メタノール（２４０
ｍＬ）中に溶解し得、濃ＨＣｌ（１０ｍＬ）を、ｐＨ４が得られるまで添加し得る。上記
溶媒を、真空中で除去して、褐色油状物を与え得、これを、攪拌しながら０℃へと冷却し
得、冷Ｅｔ２Ｏ／ＭｅＯＨ（４：１，４８ｍＬ）を添加し得る。上記混合物を３０分間に
わたって攪拌し得、濾過され得る個体の形成を生じ得る。さらに冷Ｅｔ２Ｏ／ＭｅＯＨ（
４：１，４８ｍＬ）をその濾液に添加し得、これを、２０分間にわたって攪拌し得、さら
なる固体の形成を生じ得る。上記固体を、濾過によって取り出し得、その合わせた固体を
、冷Ｅｔ２Ｏで洗浄し得、乾燥させて、ＨＣｌ塩１７を与え得る。
【００９９】
　５，６－ジヒドロ－９，１０－（ジメトキシ－ｄ６）－ベンゾ［ｇ］－（２，２－ｄ２

－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソロ［５，６－ａ］キノリジニウムクロリド（ＸＸＩ，
ここでＸ＝Ｃｌ）の合成。２５０ｍＬの乾燥した三ツ首フラスコを、無水酢酸（１３．９
ｇ，０．１３６ｍｏｌ，２．５当量）、酢酸（１００ｍＬ）、ＣｕＣｌ２（１４．７ｇ，
０．１０９ｍｏｌ，２．０当量）およびＮａＣｌ（１３．８ｇ，０．２４０ｍｏｌ，４．
４当量）を充填し得る。上記混合物を、８０および９０℃へと加熱し得、グリオキサール
（水中４０％，１３．４ｇ，０．７２５ｍｏｌ，１．５当量）を添加し得、上記混合物を
、還流下で２０分間にわたって加熱し得る。上記混合物を、９０℃未満へと冷却し得、ア
ミンＨＣｌ塩１７（１９．７ｇ，０．０５５ｍｏｌ，１．０当量）を添加し得、上記混合
物を加熱して、一晩攪拌しながら還流し得る（１１２～１１４℃）。上記反応混合物を、
５０℃へと冷却し得、上記酢酸を、減圧下で蒸留し得る。その残渣に水（１７０ｍＬ）を
充填し得、上記混合物を、２０分間にわたって攪拌しながら、８０℃へと加熱し得る。上
記塩ＸＸＩを濾過によって得、次いで、水酸化アンモニウム水溶液（０．７２Ｍ，５５０
ｍＬ）に添加し得、上記混合物を、２５～３０℃において２．５時間にわたって攪拌し得
る。上記固体を再び濾過し得、冷水（１１０ｍＬ）で洗浄し得、４０℃において真空中で
一晩乾燥させ得、粗製生成物を得る。
【０１００】
　上記粗製生成物をＭｅＯＨ（８００ｍＬ）中に溶解し得、還流下で３０分間にわたって
攪拌し得、次いで、高温で濾過して（ｆｉｌｔｅｒｅｄ　ｈｏｔ）、暗褐色固体（１２．
１ｇ）として得る。上記固体を、ＭｅＯＨ（１Ｌ）中に懸濁し得、３０分間にわたって還
流下で攪拌し得、次いで、高温で濾過して、暗褐色固体を与え得る（１０．２ｇ）。上記
２つの濾液を合わせ、炭（１２．０ｇ）を添加し得、上記混合物を、２０分間にわたって
還流直前まで加熱し得、次いで、上記高温の懸濁物を、セライトを通して濾過し得る。上
記濾液を真空中で濃縮して、橙色固体を与え得、これをＭｅＯＨ（１０４ｍＬ，１６容積
）から再結晶化し、ＸＸＩを与え得る。
【０１０１】
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　（組成物）
　本発明はまた、本明細書において記載されるように、重水素化パロキセチン、重水素化
タダラフィル、もしくは重水素化ベルベリンの有効量、またはその薬学的に受容可能な塩
；および受容可能なキャリアを含む組成物を提供する。上記キャリアは、上記処方物の他
の成分と適合性であるという意味において「受容可能」でなければならない。
【０１０２】
　特定の実施形態において、本発明は、以下の構造式構造式：
【０１０３】
【化２３】

によって示されるベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基を含む重水素化パロキセチンも
しくはその薬学的に受容可能な塩；および薬学的に受容可能なキャリアを含む組成物を提
供し、ここで重水素での上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール基の同位体富化は、少
なくとも９９．０％であり、そしてここで上記組成物は、薬学的用途のために処方される
（「薬学的組成物」）。「薬学的に受容可能なキャリア」は、上記組成物の他の成分と適
合性でありかつ代表的には、医薬において使用される量において上記レシピエントに有害
でないキャリアである。より具体的な実施形態において、上記同位体富化は、少なくとも
９９．５％である。さらにより具体的な実施形態において、上記同位体富化は、９９．９
％である。
【０１０４】
　別の実施形態において、本発明は、以下の構造式：
【０１０５】
【化２４】

によって表される重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩；および薬学
的に受容可能なキャリアを含む組成物を提供し、ここで重水素での上記ベンゾ［ｄ］［１
，３］ジオキソール基の同位体富化は、少なくとも９９．０％であり；そしてここで上記
組成物は、薬学的使用のために処方される（「薬学的組成物」）。
【０１０６】
　別の実施形態において、本発明は、以下の構造式：
【０１０７】
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【化２５】

によって表される重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩；および薬学
的に受容可能なキャリアを含み、ここで重水素での上記ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソ
ール基の同位体富化は、少なくとも９９．０％であり、そしてここで上記組成物は、薬学
的使用のために処方される（「薬学的組成物」）。
【０１０８】
　本発明の薬学的組成物において使用され得る薬学的に受容可能なキャリア、アジュバン
トおよびビヒクルとしては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：イオン交換体
、アルミナ、ステアリン酸アルミニウム、レシチン、血清タンパク質（例えば、ヒト血清
アルブミン）、緩衝物質（例えば、リン酸塩）、グリシン、ソルビン酸、ソルビン酸カリ
ウム、飽和植物性脂肪酸の部分グリセリド混合物、水、塩もしくは電解質（例えば、硫酸
カリウム）、リン酸水素二ナトリウム、リン酸水素カリウム、塩化ナトリウム、亜鉛塩、
コロイド性シリカ、三ケイ酸マグネシウム、ポリビニルピロリドン、セルロースベースの
物質、ポリエチレングリコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリレ
ート、ワックス、ポリエチレン－ポリオキシプロピレン－ブロックコポリマー、ポリエチ
レングリコールおよび羊毛脂。
【０１０９】
　本発明の薬学的組成物は、経口投与、直腸投与、鼻内投与、局所投与（口内投与および
舌下投与を含む）、膣投与もしくは非経口投与（皮下投与、筋肉内投与、静脈内投与およ
び皮内投与を含む）に適したものを含む。特定の実施形態において、本明細書で開示され
る化合物は、経皮的に投与され得る（例えば、経皮パッチもしくはイオン導入技術を使用
する）。他の処方物は、簡便には、単位投薬形態（例えば、錠剤および徐放性カプセル剤
）において、およびリポソームにおいて提示され得、そして製薬分野において周知の任意
の方法によって調整され得る。例えば、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔ
ｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｍａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｐｈ
ｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，ＰＡ（第１７版．１９８５）を参照のこと。
【０１１０】
　このような調製方法は、投与される成分（例えば、１種以上の補助的成分を構成するキ
ャリア）に上記分子を会合させる工程を包含する。一般に、上記組成物は、上記活性成分
を液体キャリア、リポソームもしくは微細に分割した固体キャリアもしくはその両方に均
質にかつ密接に会合させ、次いで、必要であれば、上記生成物を成形することによって調
製される。
【０１１１】
　特定の好ましい実施形態において、上記化合物は、経口投与される。経口投与に適した
本発明の組成物は、別個の単位（例えば、上記活性成分の所定の量を各々含むカプセル剤
、サシェもしくは錠剤）として；散剤もしくは顆粒剤として；水性液体もしくは非水性液
体中の液剤もしくは懸濁物として；または水中油型液体エマルジョンもしくは油中水型液
体エマルジョンとして提示され得、あるいはリポソーム中におよびボーラスとして充填さ
れ得るなど。軟質ゼラチンカプセル剤は、このような懸濁物を含めるために有用であり得
、化合物の吸収速度を有益に増大させ得る。
【０１１２】
　経口用途のための錠剤の場合、一般に使用されるキャリアとしては、ラクトースおよび
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コーンスターチが挙げられる。滑沢剤（例えば、ステアリン酸マグネシウム）もまた、代
表的には、添加される。カプセル剤形態における経口投与のために、有用な希釈剤として
は、ラクトースおよび乾燥コーンスターチが挙げられる。水性懸濁物が経口投与される場
合、上記活性成分は、乳化剤および懸濁剤と合わせられる。望ましい場合、特定の甘味剤
および／もしくは矯味矯臭剤および／もしくは着色剤が、添加され得る。界面活性剤（例
えば、ラウリル硫酸ナトリウム）は、溶解および吸収を増強するために有用であり得る。
【０１１３】
　経口投与に適した組成物としては、風味を付けた基剤（通常は、スクロースおよびアカ
シアガムもしくはトラガカントガム）中に上記成分を含むロゼンジ；および不活性基剤（
例えば、ゼラチンおよびグリセリン、もしくはスクロースおよびアカシアガム）中に上記
活性成分を含む香錠が挙げられる。
【０１１４】
　非経口投与に適した組成物としては、水性および非水性の滅菌注射溶液（これらは、抗
酸化剤、緩衝化剤、静菌剤および上記処方物を意図されたレシピエントの血液と等張にす
る溶質を含み得る）；ならびに水性および非水性の滅菌懸濁物（これらは、懸濁剤および
濃化剤を含み得る）が挙げられる。上記処方物は、単位用量もしくは複数用量容器（例え
ば、密封されたアンプルおよびバイアル）中で提示され得、そして使用直前に滅菌液体キ
ャリア（例えば、注射用水）の添加のみを要する凍結乾燥した状態で貯蔵され得る。即座
の注射溶液および懸濁物は、滅菌散剤、顆粒剤および錠剤から調製され得る。
【０１１５】
　このような注射溶液は、例えば、滅菌中注射用の水性もしくは油性の懸濁物の形態で存
在し得る。この懸濁物は、適切な分散剤もしくは湿潤剤（例えば、例えば、Ｔｗｅｅｎ　
８０）および懸濁剤を使用して、当該分野で公知の技術に従って処方され得る。上記滅菌
注射用調製物はまた、非毒性の非経口的に受容可能な希釈剤もしくは溶媒中の（例えば、
１，３－ブタンジオール中の溶液としての）滅菌注射用溶液もしくは懸濁物であり得る。
使用され得る上記受容可能なビヒクルおよび溶媒の中には、マンニトール、水、リンゲル
溶液、および等張性塩化ナトリウム溶液がある。さらに、滅菌の不揮発性油が、溶媒もし
くは懸濁媒体として従来から使用されている。この目的で、任意の刺激の低い不揮発性油
が使用され得、これらとしては、合成のモノグリセリドもしくはジグリセリドが挙げられ
る。天然の薬学的に受容可能な油（例えば、オリーブ油もしくはひまし油）のような脂肪
酸（例えば、オレイン酸およびそのグリセリド誘導体）、特に、それらのポリオキシエチ
レン化バージョンにおいて、注射物の調製において有用である。これら油溶液もしくは懸
濁物はまた、長鎖アルコール希釈剤もしくは分散剤（例えば、Ｐｈ．　Ｈｅｌｖもしくは
類似のアルコール）を含み得る。
【０１１６】
　本発明の薬学的組成物は、直腸投与もしくは膣投与のための坐剤の形態で投与され得る
。これら組成物は、本明細書に記載されるように、重水素化パロキセチン、重水素化タダ
ラフィルもしくは重水素化ベルベリン、またはその薬学的に受容可能な塩と、室温におい
て固体であるが、直腸温において液体であり、従って、直腸において融解して、上記成分
を放出する適切な非刺激性賦形剤とを混合することによって、調製され得る。このような
物質としては、カカオ脂、蜜蝋およびポリエチレングリコールが挙げられるが、これらに
限定されない。
【０１１７】
　本発明の薬学的組成物の局所投与は、望ましい処置が、局所投与によって容易に接近可
能な領域もしくは器官に関わる場合に、特に有用である。皮膚に局所的に適用するために
、上記薬学的組成物は、キャリア中に懸濁もしくは溶解された上記活性成分を含む適切な
軟膏剤で処方される。本発明の化合物の局所投与のためのキャリアとしては、ミネラルオ
イル、流動パラフィン（ｌｉｑｕｉｄ　ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ）、白色ワセリン、プロピレ
ングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン化合物、乳化ワックスおよび水
が挙げられるが、これらに限定されない。あるいは、上記薬学的組成物は、キャリア中に
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懸濁もしくは溶解された上記活性化合物を含む適切なローション剤もしくはクリーム剤で
処方され得る。適切なキャリアとしては、ミネラルオイル、ソルビタンモノステアレート
、ポリソルベート６０、セチルエステルワックス、セテアリルアルコール（ｃｅｔｅａｒ
ｙｌ　ａｌｃｏｈｏｌ）、２－オクチルドデカノール、ベンジルアルコールおよび水が挙
げられるが、これらに限定されない。本発明の薬学的組成物はまた、直腸坐剤処方物によ
ってもしくは適切な浣腸処方物中で、下部腸管に局所的に適用され得る。局所的経皮パッ
チおよびイオン導入的投与はまた、本発明に含まれる。
【０１１８】
　本発明の薬学的組成物は、鼻内エアロゾルもしくは吸入によって投与され得る。このよ
うな組成物は、薬物処方の分野において周知の技術に従って調製され、生理食塩水中の溶
液として、ベンジルアルコールもしくは他の適切な保存剤、バイオアベイラビリティーを
増強するための吸収促進剤、フルオロカーボン、および／または当該分野で公知の他の溶
解剤もしくは分散剤を使用して調製され得る。このような投与は、勃起機能不全薬物で有
効であることが公知である：Ｒａｂｉｎｏｗｉｔｚ　ＪＤ　ａｎｄ　Ｚａｆｆａｒｏｎｉ
　ＡＣ，米国特許第６，８０３，０３１号（Ａｌｅｘｚａ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｌ
ｉｖｅｒｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎに譲渡）。
【０１１９】
　１つの特定の実施形態において、本発明の薬学的組成物は、経口投与の際の制御された
放出のために処方され得る。このような制御放出組成物は、当該分野で周知であり、Ｐａ
ｘｉｌ（登録商標）　ＣＲＴＭ（パロキセチンヒドロクロリド制御放出錠剤）の処方物に
よって例示され、ＰＣＴ特許公開ＷＯ２００７０１５２７０、ＷＯ２００７０１１１３９
、ＷＯ２００６１２３３６４、ＷＯ２００６０５９８６６、ＷＯ　２００５１１７８３９
、ＷＯ　２００５１０７７１６、およびＷＯ　１９９７００３６７０に開示されるとおり
である。
【０１２０】
　本発明の治療剤の適用は、目的の部位に投与されるように、局所的であり得る。種々の
技術が、目的の部位において本発明の薬学的組成物を提供するために使用され得る（例え
ば、注射、カテーテルの使用、トロカール、発射物（ｐｒｏｊｅｃｔｉｌｅ）、プルロニ
ックゲル、ステント、薬物徐放ポリマーもしくは内部接近を提供する他のデバイス）。
【０１２１】
　従って、別の実施形態によれば、本明細書に記載されるように、重水素化パロキセチン
、重水素化タダラフィルもしくは重水素化ベルベリン、またはその薬学的に受容可能な塩
は、移植可能な医療用デバイス（例えば、プロテーゼ、人工弁、血管グラフト、ステント
もしくはカテーテル）をコーティングするための薬学的組成物に組み込まれ得る。適切な
コーティングおよびコーティングされた移植可能なデバイスの一般的調製は、米国特許第
６，０９９，５６２号；同第５，８８６，０２６号；および同第５，３０４，１２１号に
記載される。上記コーティングは、代表的には、生体適合性ポリマー物質（例えば、ヒド
ロゲルポリマー、ポリメチルジシロキサン、ポリカプロラクトン、ポリエチレングリコー
ル、ポリ乳酸、エチレンビニルアセテート、およびこれらの混合物）である。上記コーテ
ィングは、必要に応じて、フルオロシリコーン、ポリサッカリド、ポリエチレングリコー
ル、リン脂質もしくはこれらの組み合わせの適切なトップコートによってさらにコーティ
ングされて、上記組成物において制御放出特徴を付与する。侵襲性デバイスのコーティン
グは、本明細書においてこれら用語が使用される場合、薬学的に受容可能なキャリア、ア
ジュバントもしくはビヒクルの定義内に含まれるべきである。
【０１２２】
　別の実施形態によれば、本発明は、上記デバイスと、上記のコーティング組成物と接触
させる工程を包含する、移植可能な医療用デバイスをコーティングするための方法を提供
する。上記デバイスのコーティングを哺乳動物への移植前に行うことは、当業者に明らか
である。
【０１２３】
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　別の実施形態によれば、本発明は、上記薬物放出デバイスと、本発明の重水素化パロキ
セチンもしくは薬学的組成物とを接触させる工程を包含する、移植可能な薬物放出デバイ
スを含浸もしくは充填するための方法を提供する。移植可能な薬物放出デバイスとしては
、生分解性ポリマーカプセルもしくはボーラス、非分解性の拡散性ポリマーカプセルおよ
び生分解性ポリマーウェハが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１２４】
　別の実施形態によれば、本発明は、本発明の重水素化パロキセチンもしくは薬学的組成
物でコーティングされた移植可能な医療用デバイスを提供し、その結果、上記化合物が治
療的に活性である。
【０１２５】
　別の実施形態によれば、本発明は、本発明の重水素化パロキセチンもしくは薬学的組成
物で含浸されたかもしくはこれらを含む移植可能な薬物放出デバイスを提供し、その結果
、上記化合物は、上記デバイスから放出されかつ治療的に活性である。
【０１２６】
　器官もしくは組織が、上記患者からの除去が原因で接近可能である場合、このような器
官もしくは組織は、本発明の薬学的組成物を含む媒体中に浸けられ得るか、本発明の薬学
的組成物は、上記器官の上に塗布され得るか、または本発明の薬学的組成物は、任意の他
の簡便な方法において適用され得る。
【０１２７】
　例えば、本発明は、本明細書に記載されるように、有効量の重水素化パロキセチン、重
水素化タダラフィルもしくは重水素化ベルベリン、またはその薬学的に受容可能な塩と、
１種以上の第２の治療剤および薬学的に受容可能なキャリアとを組み合わせて含む、薬学
的組成物を提供する。本発明は、本明細書に記載されるように、有効量の重水素化パロキ
セチンもしくはその薬学的に受容可能な塩と、以下から選択される状態を処置もしくは予
防するために有用な有効量の１種以上の第２の治療剤とを組み合わせて含む薬学的組成物
をさらに提供する：鬱、高血圧症、全般性不安障害、恐怖症、外傷後ストレス症候群、回
避性人格障害、性機能障害；摂食障害（過食症（ｂｕｌｉｍｉａ）、神経性食欲不振症、
および過食（ｂｉｎｇｅ　ｅａｔｉｎｇ）が挙げられる）；肥満、薬物依存症（ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｉｅｓ）、群発頭痛、片頭痛；疼痛（神経障害性疼痛、糖
尿病性ニューロパチー、術後疼痛、心因性疼痛障害、および慢性疼痛症候群が挙げられる
）；アルツハイマー病、強迫性障害、広場恐怖症を伴うもしくは伴わないパニック障害、
記憶障害、パーキンソン病、内分泌障害、血管痙攣、小脳性運動失調、胃腸管障害、統合
失調症の陰性症状、月経前症候群、線維筋痛症候群；尿失禁（腹圧性尿失禁を含む）；ト
ゥレット症候群、抜毛癖、窃盗癖、男性インポテンス、癌、哺乳動物における慢性発作性
片頭痛および頭痛、睡眠関連呼吸障害、加齢に起因する認知障害、脳卒中、頭部外傷、神
経変性疾患、統合失調症、不安、攻撃およびストレス、体温調節の障害、呼吸器疾患、双
極性障害、精神病、睡眠障害、躁病、急性躁病、膀胱障害、尿生殖器障害、咳嗽、嘔吐、
悪心、および精神障害（例えば、偏執症および躁鬱病）、チック障害、糖尿病性心筋症、
糖尿病性網膜症、白内障、心筋梗塞、長期疲労、慢性疲労、慢性疲労症候群、早漏、不快
気分、分娩後鬱病、社会不安障害（ｓｏｃｉａｌ　ｐｈｏｂｉａ）、破壊的行動障害、衝
動抑制障害、境界性人格障害、多動性を伴わない注意欠陥障害、シャイ・ドレーガー症候
群、脳虚血、脊髄外傷、ハンチントン舞踏病、筋萎縮性側索硬化症、ＡＩＤＳ誘導性痴呆
、筋痙攣、痙攣、分娩前後の低酸素症、低酸素症、心停止、低血糖性神経損傷、眼の損傷
および網膜症、脳浮腫、遅発性ジスキネジア、ならびに心臓バイパス手術および移植に続
いて起こる脳障害（ｃｅｒｅｂｒａｌ　ｄｅｆｉｃｉｔ）、感情障害、気分障害、パニッ
ク障害の病歴がない広場恐怖症、急性ストレス障害、自閉症、ジスキネジア、気分変調性
障害；遺伝的原因もしくは環境的原因に起因する肥満症、多嚢胞性卵巣症候群、頭蓋咽頭
腫、プラダー・ウィリー症候群、性器萎縮性肥胖症、ＩＩ型糖尿病、成長ホルモン欠損症
、およびターナー症候群；過剰もしくは所望されない、炎症促進性サイトカイン分泌もし
くは生成、時差ぼけ、不眠症、過眠症、夜尿症、下肢静止不能症候群、血管閉塞性事象、
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高血糖症、高インスリン血症、高脂質血症、高トリグリセリド血症、糖尿病、インスリン
抵抗性、糖代謝障害、耐糖能障害（ＩＧＴ）の状態、空腹時血漿グルコース異常の状態、
糸球体硬化症、症候群Ｘ、冠状動脈性心疾患、狭心症、血管再狭窄、内皮障害、血管コン
プライアンス障害、もしくは鬱血性心不全。
【０１２８】
　有効量の重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩；またはプロドラッ
グもしくはそのプロドラッグの薬学的に受容可能な塩；または溶媒和物、水和物、もしく
はそれらの同質異像（ｐｏｌｙｍｏｒｐｈ）と；パロキセチンの副作用を軽減するため、
パロキセチンの活性を増強もしくは高めるため、パロキセチンの薬理学的作用の持続時間
を増加させるため、またはパロキセチンが望ましくない副作用を軽減するため；および薬
学的に受容可能なキャリアとを組み合わせて含む薬学的組成物もまた、本発明に範囲内に
含まれる。
【０１２９】
　本発明の化合物と組み合わせて有用なさらなる治療剤としては、以下が挙げられるが、
これらに限定されない：５－ＨＴ１Ａアンタゴニストもしくはリガンド；ＮＫ１－レセプ
ターアンタゴニスト；セロトニンレセプターアンタゴニスト；２－アミノ－４，５，６，
７－テトラヒドロ－６－プロピルアミノ－ベンゾチアゾール（プラミペキソール）、その
（＋）－もしくは（－）－エナンチオマー；スルファメート抗痙攣剤；セロトニンの前駆
物質もしくはプロドラッグ、またはセロトニンの生合成における中間体；上記５－ＨＴ１

Ａおよび５－ＨＴ１Ｄレセプターのうちの一方もしくは両方の選択的アゴニストおよびア
ンタゴニスト；ジメチルアミノエタノール（ＤＭＡＥ）を含む組成物、ω３－脂肪酸、ベ
タイン、オリゴマープロアントシアニジン、葉酸、ビタミンＣ、Ｅ、Ｂ１２、Ｂ６、Ｂ５

ならびにβ－カロテンおよびミネラル（カルシウム、マグネシウム、亜鉛およびセレン）
；ナルトレキソン；シクロベンザプリン、もしくはこれらの代謝産物；オランザピン；オ
ランザピン－Ｎ－オキシド；２－ヒドロキシメチルオランザピン；非定型抗精神病薬；ト
ラマドール；アルドースレダクターゼインヒビター、もしくはそのプロドラッグ；１－ト
レオ－メチルフェニデート；ＩＩＩ型、ＩＶ型、およびＩＩＩ型－ＩＶ型混合の、もしく
はＶ型のホスホジエステラーゼインヒビター、またはこれらのエステル、アミド、プロド
ラッグ、活性代謝産物、もしくは組み合わせ；置換されたインドールエストロゲン様薬剤
（ｅｓｔｒｏｇｅｎｉｃ　ａｇｅｎｔ）；（＋）－１－（３，４－ジクロロフェニル）－
３－アザビシクロ［３．１．０］ヘキサン；葉酸；メチルテトラヒドロ葉酸；ＷＡＹ　１
００６３５；ベタキソロール；（Ｒ）－３－Ｎ，Ｎ－ジシクロブチルアミノ－８－フルオ
ロ－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１－ベンゾピラン－５－カルボキサミド水素（２Ｒ，３Ｒ
）－タートレートモノヒドレート；Ｒ－トフィソパム；Ｎ－アセチル－セロトニン；ＤＲ
Ｄ２－特異的ドパミンアゴニスト；５ＨＴ４レセプターアンタゴニスト；ナルメフェン；
モクソニジン；ピルタザピン；クロム；シクロオキシゲナーゼ－２選択的インヒビター；
５ＨＴ２Ａ選択的レセプターアンタゴニスト；ＣＢ１レセプターアンタゴニスト；ＭＣＨ
－１Ｒレセプターアンタゴニスト；テトラ置換されたピリミドピリミジン；選択的ドパミ
ンＤ４レセプターリガンド；トリメブチン、フェドトジンおよびコレラの混合物；ＮＭＤ
Ａ部分的レセプターアゴニスト；ＮＭＤＡレセプターアンタゴニスト；コリンエステラー
ゼインヒビター；ＧＳＫ－３インヒビター；α－２－δリガンドもしくはそのプロドラッ
グ；カバの抽出物；ノルエピネフリン再取り込みインヒビター；コルチコステロイド；非
ステロイド性イムノフィリン依存性免疫抑制剤；Ｎ－デスメチルクロザピン；米国特許出
願公開第２００４０２２４９４３号に開示されるような（Ｒ）－２，３－ベンゾジアゼピ
ン；選択的ニューロン一酸化窒素シンターゼインヒビター；モダフィニル；選択的オキシ
トシンアンタゴニスト；ニコチンレセプターアンタゴニスト；アデノシンＡ２ａレセプタ
ーアンタゴニスト；５－ＨＴ２Ｃレセプターアンタゴニスト；ＡＭＰＡレセプター増強剤
；ニコチン部分的アゴニスト；イリンダロン；Δオピオイドレセプターリガンド；成長ホ
ルモン分泌促進薬；ｐ－クロロ－Ｎ－（２－モルホリノエチル）－ベンズアミドおよびそ
の代謝産物；選択的エストロゲンレセプターモジュレーター（例えば、タモキシフェン）
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；上記さらなる治療剤のうちのいずれかの薬学的に受容可能な塩；あるいは前述のうちの
２種以上の組み合わせ。
【０１３０】
　５－ＨＴ１Ａアンタゴニストおよびリガンドの例としては、アルプレノロール、ＷＡＹ
　１００１３５、ＷＡＹ　１００６３５、スピペロン、ピンドロール、（Ｓ）－ＵＨ－３
０１、ペンブトロール、プロプラノロール、テルタトロール；（Ｒ）－５－カルバモイル
－８－フルオロ－３－Ｎ，Ｎ－ジ置換－アミノ－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１－ベンゾピ
ラン；ならびに米国特許第５，７７６，９６９号；同第５，９５８，４２９号；同第６，
１３６，８６１号；同第６，６５６，９５１号；同第６，７８０，８６０号；同第６，８
１５，４４８号；同第６，８２１，９８１号；同第６，８６１，４２７号；同第６，８９
４，０５３号；および米国特許出願公開第２００５００８５４７５号に開示されるものが
挙げられるが、これらに限定されない。
【０１３１】
　ＮＫ１－レセプターアンタゴニストの例としては、ベスチピタント、ならびに米国特許
第６，１６２，８０５号；同第６，８７８，７３２号；米国特許出願公開第２００５０１
３７２０８号に開示されるもの；ならびにアレチネズミにおいてＮＫ－１レセプターアゴ
ニスト誘導性足１０秒テスト（ｆｏｏｔ　ｔａｐｐｉｎｇ）を阻害することができるか、
またはモルモットの仔による分離誘導性啼鳴を低下することができるＣＮＳ浸透剤が挙げ
られるが、これらに限定されない。
【０１３２】
　スルファメート抗痙攣剤の例としては、トピラメートおよび米国特許第５，３８４，３
２７号に開示され，言及されているものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１３３】
　セロトニンの前駆体もしくはプロドラッグ、およびセロトニンの生合成における中間体
の例としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：Ｌ－トリプトファン、Ｌ－
５－ヒドロキシトリプトファン、ジエチルＮ－ベンジルオキシカルボニル－５－ベンジル
オキシカルボニルオキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－アスパラギン酸、ジベンジルＮ－ベ
ンジルオキシカルボニル－５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトファニルアスパラギン酸、５－
ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－アスパラギン酸三水和物、ジエチルＮ－ベンジル
オキシカルボニル－５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－グルタミン酸、ジエチル
５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－グルタミン酸ヒドロクロリド、ジベンジルＬ
－ベンジルオキシカルボニル－５－ヒドロキシトリプトフィル－Ｌ－グルタミン酸、５－
ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－グルタミン酸、Ｎ－ベンジルオキシカルボニル－
５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトファンのペンタクロロフェニルエステル、Ｎ－ベンジルオ
キシカルボニル－５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－チロシンのメチルエステル
、Ｎ－アセチル－５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトファン、Ｎ－アセチル－５－ヒドロキシ
－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－チロシンのメチルエステル、ｎ－アセチル－５－ヒドロキシ
－Ｌ－トリプトフィル－５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトファンのメチルエステル、５－ヒ
ドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－アラニン水和物、５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフ
ァン－Ｌ－バリン、５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－ロイシン、５－ヒドロキ
シ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－プロリン、５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－フ
ェニルアラニン、５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプト
ファン、５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－トリプトファン、１－５－ヒドロキ
シトリプトフィル－Ｌ－セリン、５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－アルギニン
、５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトフィルグリシン、５－ヒドロキシ１－トリプトフィル－
γ－アミノ酪酸、５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトファンアミド水和物、５－ヒドロキシ－
Ｌ－トリプトフィル－Ｌ－ヒスチジンのメチルエステル、Ｌ－５－ヒドロキシトリプトフ
ァンのベンジルエステル、Ｎ－ベンジルオキシカルボニル－５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプ
トフィル－５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトファンのベンジルエステル、５－ヒドロキシ－
Ｌ－トリプトフィル－５－ヒドロキシ－Ｌ－トリプトファン半水和物、５－ヒドロキシト
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リプトファンイノシン酸、（ＤＬ）５－ヒドロキシトリプトファンのテオフィリン塩、な
らびにこれらの組み合わせ。
【０１３４】
　不定型の抗精神病薬の例としては、リスペリドン、クロザピン、セロクエル、セルチン
ドール、ジプラシドン、ゾテピン、オランザピン、イロペリドン、Ｏｒｇ　５２２２、メ
ルペロン、アンペロジド、ＳＭ－９０１８、ＪＬ－１３、クエチアピン、およびこれらの
薬学的に受容可能な塩が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１３５】
　アルドースレダクターゼインヒビターの例としては、フィダレスタット、エパルレスタ
ット、ミナルレスタット、ＳＰＲ－２１０、およびゼナレスタットもしくはゾポルレスタ
ット、またはこれらのプロドラッグが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１３６】
　上記５－ＨＴ１Ａレセプターおよび５－ＨＴ１Ｄレセプターのうちの一方もしくは両方
のうちの選択的アゴニストおよびアンタゴニストの例としては、米国特許第６，５６２，
８１３号に開示されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１３７】
　ＩＩＩ型ホスホジエステラーゼインヒビターの例としては、ビピリジン（例えば、アム
リノン、ミルリノンおよびオルプリノン）；アナグレリド、ベモラダン、イブジラスト、
イソマゾール、リキサジノン、モタピゾン、オルプリノン、フタラジノール（ｐｈｔｈａ
ｌａｚｉｎｏｌ）、ピモベンダン、クアジノン、シグアダゾンおよびトレキンシン（ｔｒ
ｅｑｕｉｎｓｉｎ）が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１３８】
　カルシウムチャネルブロッカーの例としては、アムロジピン、ジルチアゼム、フェロジ
ピン、イスラジピン、ニカルジピン、ニフェジピン、およびベラパミルが挙げられるが、
これらに限定されない。
【０１３９】
　ＩＩＩ型－ＩＶ型混合のホスホジエステラーゼインヒビターの例としては、アナグレリ
ド、ベモラダン、イブジラスト、イソマゾール、リキサジノン、モタピゾン、オルプリノ
ン、フタラジノール、ピモベンダン、クアジノン、シグアゾダンおよびトレキンシンが挙
げられるが、これらに限定されない。
【０１４０】
　ＩＶ型ホスホジエステラーゼインヒビターの例としては、ピロリジノン（特に、ロリプ
ラム）；キナゾリンジオン、キサンチン誘導体、フェニルエチルピリジン、テトラヒドロ
ピリミドン、ジアゼピン誘導体、オキシムカルバメート、ナフチリジノン、ベンゾフラン
、ナフタレン誘導体、プリン誘導体、イミダゾリジノン、シクロヘキサンカルボン酸、ベ
ンズアミド、ピリドピリダジノン、ベンゾチオフェノン、エタゾレート、Ｓ－（＋）－グ
ラウシン、米国特許第６，４０３，５９７号にさらに開示されるような置換されたフェニ
ル化合物および置換されたビフェニル化合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１４１】
　Ｖ型ホスホジエステラーゼインヒビターの例としては、シルデナフィル、バルデナフィ
ル、タダラフィル、ザプリナスト、ジピリダモール、３－イソブチル－８－（６－メトキ
シ－イソキノリン－４－イルメチル）－１－メチル－３，７－ジヒドロ－プリン－２，６
－ジオン；ならびに米国特許出願公開第２００３００５５０７０号；同第２００４００４
４００５号；同第２００３０１３９４２９号に開示されるものが挙げられるが、これらに
限定されない。
【０１４２】
　置換されたインドールエストロゲン様薬剤の例としては、米国特許第６，３６９，０５
１号に開示され、言及されているものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１４３】
　ＤＲＤ２－特異的ドパミンアゴニストの例としては、ブロモクリプチンが挙げられるが
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、これらに限定されない。
【０１４４】
　５ＨＴ４レセプターアンタゴニストの例としては、Ａ－８５３８０、ＳＢ　２０４０７
０、ＳＢ　２０７２２６、ＳＢ　２０７０５８、ＳＢ　２０７７１０、ＳＢ　２０５８０
０、ＳＢ　２０３１８６、ＳＤＺ　２０５５５７、Ｎ　３３８９、ＦＫ　１０５２、ＳＣ
　５６１８４、ＳＣ　５３６０６、ＤＡＵ　６２８５、ＧＲ　１２５４８７、ＧＲ　１１
３８０８、ＲＳ　２３５９７、ＲＳ　３９６０４、ＬＹ－３５３４３３およびＲ　５０５
９５が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１４５】
　シクロオキシゲナーゼ－２選択的インヒビターの例としては、セレコキシブ、バルデコ
キシブ、デラコキシブ、ロフェコキシブ、エトリコキシブ、チルマコキシブ、シミコキシ
ブ、ならびに米国特許出願公開第２００５００８００８４号および同第２００５００８５
４７７号に開示され、言及されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１４６】
　５－ＨＴ２ａレセプターアンタゴニストの例としては、米国特許出願公開第２００５０
０７０５７７号に開示され、言及されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１４７】
　ＣＢ１レセプターアンタゴニストの例としては、リモナバントならびに米国特許出願公
開第２００４０２４８９５６号、同第２００５０００９８７０号、同第２００５００１４
７８６号、同第２００５００５４６５９号、同第２００５００８００８７号、および同第
２００５０１４３３８１号に開示され、言及されるものが挙げられるが、これらに限定さ
れない。
【０１４８】
　選択的ＭＣＨ－１Ｒレセプターアンタゴニストの例としては、米国特許出願公開第２０
０５０００９８１５号および同第２００５００２６９１５号に開示され、言及されるもの
が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１４９】
　テトラ置換ピリミドピリミジンの例としては、ジピリダモール、モピダモール、ジピリ
ダモールモノアセテート、２，６－ジ－（２，２－ジメチル－１，３－ジオキソラン－４
－イル）－メトキシ－４，８－ジ－ピペリジノピリミド－ピリミジン；２，６－ビス－（
２，３－ジメチル（ｍｅｔｈｙ）オキシプロポキシ）－４，８－ジ－ピペリジノピリミド
ピリミジン；２，６－ビス［Ｎ，Ｎ－ジ（２－メトキシ）エチル］－４，６－ジ－ピペリ
ジノピリミドピリミジン－；および２，６－ビス（ジエタノールアミノ）－４，８－ジ－
４－メトキシベンジルアミノピリミドピリミジン－が挙げられるが、これらに限定されな
い。
【０１５０】
　選択的ドパミンＤ４レセプターリガンドの例としては、ピパンペロン、ファナンセリン
、Ｌ－７４５，８７０、ＰＮＵ－１０１３８７ＧおよびＵ－１０１３８７が挙げられるが
、これらに限定されない。
【０１５１】
　ＮＭＤＡ部分的レセプターアゴニストの例としては、Ｄ－シクロセリンが挙げられるが
、これらに限定されない。
【０１５２】
　ＮＭＤＡレセプターアンタゴニストの例としては、デキストロメトルファン、デキスト
ロファン、アマンタジン、およびメマンチンが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１５３】
　コリンエステラーゼインヒビターの例としては、タクリン、ドネペジル、エドロホニウ
ム、ガランタミン、フィゾスチグミン、エプタスチグミン、ピリドスチグミン、ネオスチ
グミン、ガンスチグミン、リバスチグミン、デメカリウム、アンベノニウム、サリン、メ
トリフォネート、ソマン、タブン、およびジイソプロピルフルオロホスフェートが挙げら
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れるが、これらに限定されない。
【０１５４】
　ＧＳＫ－３インヒビターの例としては、米国特許出願公開第２００５００２６９４６号
に開示され、言及されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１５５】
　α－２－δリガンドの例としては、ガバペンチン、プレガバリン、［（１Ｒ，５Ｒ，６
Ｓ）－６－（アミノメチル）ビシクロ［－３．２．０］ヘプト－６－イル］酢酸、３－（
１－アミノメチルシクロヘキシルメチル）－４Ｈ－［１，２，４］－オキサジアゾール－
５－オン、Ｃ－［１－（１Ｈ－テトラゾール－５－イルメチル）－シクロヘプチル］－メ
チルアミン、（３Ｓ，４Ｓ）－（１－アミノメチル－３，４－ジメチルシクロペンチル）
－酢酸、（３－アミノメチル－ビシクロ［３．２．０］ヘプト－３－イル）－酢酸、（３
Ｓ，５Ｒ）－３－アミノメチル－５－メチルオクタン酸、（３Ｓ，５Ｒ）－３－アミノ－
５－メチルヘプタン酸、（３Ｓ，５Ｒ）－３－アミノ－５－メチルノナン酸、および（３
Ｓ，５Ｒ）－３－アミノ－５－メチルオクタン酸が挙げられるが、これらに限定されない
。
【０１５６】
　ノルエピネフリン再取り込みインヒビターの例としては、デシプラミン、イミプラミン
、アモキサピン、ノルトリプチリン、プロトリプチリン、アトモキセチン、オキサプロチ
リン、マプロチリン、レボキセチン、１－［１－（３－クロロフェニル）－２－（４－メ
チル－１－ピペラジニル）エチル］シクロヘキサノール；および米国特許出願公開第２０
０５００１４８４８号に開示されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１５７】
　コルチコステロイドの例としては、プレドニゾロン、ブデソニド、コルチゾン、デキサ
メタゾン、ヒドロコルチゾン、メチルプレドニゾロン、フルチカゾン、プレドニゾン、ト
リアムシノロン、およびジフロラゾンが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１５８】
　非ステロイド性イムノフィリン依存性免疫抑制剤の例としては、シクロスポリン、タク
ロリムス、ＩＳＡｔｘ２４７、アスコマイシン、ピメクロリムス、ラパマイシン、および
エベロリムスが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１５９】
　選択的ニューロン一酸化窒素シンターゼインヒビターの例としては、米国特許出願公開
第２００４０２２９９１１号に開示されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１６０】
　選択的オキシトシンアンタゴニストの例としては、Ｌ－３６８，８９９が挙げられるが
、これらに限定されない。
【０１６１】
　ニコチンレセプターアンタゴニストの例としては、メカミラミン、アマンタジン、ペン
ピジン、ジヒドロ－β－エリスロイジン、ヘキサメトニウム、エリソジン、クロリソンダ
ミン、カンシル酸トリメタファン、ツボクラリンクロリド、ｄ－ツボクラリン、およびそ
れらの光学的異性体が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１６２】
　アデノシンＡ２ａレセプターアンタゴニストの例としては、米国特許出願公開第２００
３０１３９３９５号に開示されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１６３】
　５－ＨＴ２Ｃレセプターアンタゴニスト、インバースアゴニストおよび部分アゴニスト
の例としては、ケタンセリン、ＳＢ　２４２０８４、ＳＢ　　２０６５５３、ＳＢ　２４
３２１３、ＳＢ　２２８３５６、リタンセリン、デラムシクラン、ミルタザピン（ｍｉｒ
ｔａｚｅｐｉｎｅ）、ミアンセリン、セルチンドール、ＹＭ　３５　９９２、Ｒｏ　６０
－０７９５、Ｏｒｇ　３８４５７、Ｏｒｇ　１２９６２、ＥＧＩＳ　８４６５およびＲＳ
　１０２２２１が挙げられるが、これらに限定されない。
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【０１６４】
　ＡＭＰＡレセプター増強剤の例としては、［（メチルエチル）スルホニル］｛２－［４
－（４－｛２－［（メチルスルホニル）アミノ］エチル｝フェニル）フェニル］プロピル
｝アミン、｛（２Ｒ）－２－［４－（４－｛２－［（メチルスルホニル）アミノ］エチル
｝フェニル）フェニル］プロピル｝［（メチルエチル）スルホニル］アミン、Ｎ－２－（
４－（３－チエニル）フェニルプロピル－２－プロパンスルホンアミド、［２－フルオロ
－２－（４－｛３－［（メチルスルホニル）アミノ］フェニル｝フェニル）プロピル］［
（メチルエチル）スルホニル］アミン、および別個に、［２－フルオロ－２－（４－｛３
－［（メチルスルホニル）アミノ］フェニル｝フェニル）プロピル］［（メチルエチル）
スルホニル］アミンの各エナンチオマーが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１６５】
　ニコチンレセプター部分的アゴニストの例としては、米国特許出願公開第２００１００
３６９４３号および同第２００３０１０９５４４号に開示されるものが挙げられるが、こ
れらに限定されない。
【０１６６】
　δオピオイドレセプターリガンドの例としては、米国特許出願公開第２００２００７７
３２３号に開示され、言及されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１６７】
　成長ホルモン分泌促進薬の例としては、米国特許出願公開第２００２０００２１３７号
および同第２００２００８６８６５号に開示されるものが挙げられるが、これらに限定さ
れない。
【０１６８】
　より具体的な実施形態において、上記第２の治療剤は、クロザピン、ベスチピタント、
クエチアピンおよびナルトレキソンから選択される。
【０１６９】
　別の実施形態において、本発明は、本明細書に記載されるように、重水素化パロキセチ
ン、重水素化タダラフィルもしくは重水素化ベルベリン、またはその薬学的に受容可能な
塩および第２の治療剤の別個の投与形態を提供し、ここで上記化合物および上記第２の治
療剤は、互いに関連づけられている。用語「互いに関連づけられている」とは、本明細書
において使用される場合、上記別個の投与形態が、同じ容器において（例えば、互いに結
合された別個のブリスターパックにおいて、区画分けされた容器の別個の区画において、
同じボックスに含まれる別個の容器においてなど）一緒に梱包されるか、またはさもなけ
れば、上記別個の投与形態が販売されかつ一緒に投与されることを意図される（互いに２
４時間未満以内に、連続してもしくは同時に）ことが容易に明らかであるように、互いに
結合されることを意味する。
【０１７０】
　本発明の薬学的組成物において、重水素化パロキセチン、重水素化タダラフィルもしく
は重水素化ベルベリン、またはその薬学的に受容可能な塩は、有効量において存在する。
本明細書において使用される場合、用語「有効量」とは、適切な投与レジメンにおいて投
与される場合、上記標的障害を（治療的にもしくは予防的に）処置するに十分である量を
いう。例えば、有効量は、上記処置される障害の重篤度、持続時間もしくは進行を軽減も
しくは改善するか、上記処置される障害の進行を予防するか、上記処置される障害の退縮
を引き起こすか、別の治療の予防効果もしくは治療効果を増強もしくは改善するか、また
は別の治療と関連する望ましくない副作用を軽減するに十分である。例えば、本明細書に
記載されるように、有効な重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩を含
む薬学的組成物は、セロトニンの不十分な神経伝達と関連した障害によって損なわれた機
能を増強し得るか、セロトニンの不十分な神経伝達によって特徴付けられる障害の進行を
予防するか、セロトニンの不十分な神経伝達によって特徴付けられる障害の退縮を引き起
こすか、別の治療の予防効果もしくは治療効果を増強もしくは改善するか、または別の治
療の望ましくない副作用を軽減し得る。
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【０１７１】
　特定の好ましい実施形態において、本明細書に記載されるように、重水素化パロキセチ
ンもしくはその薬学的に受容可能な塩での処置は、セロトニンの不十分な神経伝達に関連
づけられた障害の少なくとも１個の症状もしくは発現の軽減もしくは予防を提供する。セ
ロトニン再取り込み活性の阻害に関して、用語「有効量」とは、患者においてもしくは生
物学的サンプルにおいてセロトニンの量もしくは濃度の検出可能な増大、単独もしくは別
の薬剤と組み合わせてのセロトニンの不十分な神経伝達と関連づけられているかもしくは
上記セロトニンの不十分な神経伝達を軽減している行動、障害、症状、症候群もしくは疾
患の矯正（ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）もしくはこれらからの解放；またはセロトニンの正規
化したもしくは増大した神経伝達に関連づけられた行動もしくは応答の活性の誘導を生じ
る量を意味する。
【０１７２】
　動物およびヒトのための投与量（ｍｇ／ｍ２　体表面積に基づく）の相互関係は、Ｆｒ
ｅｉｒｅｉｃｈら，（１９６６）Ｃａｎｃｅｒ　Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒ　Ｒｅｐ　５０：２
１９に記載される。体表面積は、上記患者の身長および体重からほぼ決定され得る。例え
ば、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｔａｂｌｅｓ，Ｇｅｉｇｙ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ
ｓ，Ａｒｄｓｌｅｙ，Ｎ．Ｙ．，１９７０，５３７を参照のこと。本明細書に記載される
ように、有効量の重水素化パロキセチンは、約０．００１ｍｇ／ｋｇ～約５００ｍｇ／ｋ
ｇ、より好ましくは、０．０１ｍｇ／ｋｇ～約５０ｍｇ／ｋｇ、なおより好ましくは、０
．０２５ｍｇ／ｋｇ～約１．５ｍｇ／ｋｇの範囲に及び得る。
【０１７３】
　別の実施形態において、本明細書に記載されるように、有効量の重水素化パロキセチン
は、即時放出処方物において６０ｍｇ／日より高く、約１２０ｍｇ／日より低いか、また
は制御放出処方物において７５ｍｇ／日より高く、約１５０ｍｇ／日より低い。有効用量
はまた、当業者によって認識されるように、処置される疾患、上記疾患の重篤度、投与経
路、上記患者の性別、年齢および全般的健康状態、賦形剤の使用、他の治療的処置との同
時使用の可能性（例えば、他の薬剤の使用および処置している医師の判断）に依存して、
変動する。
【０１７４】
　別の実施形態において、有効量の重水素化パロキセチンは、即時放出処方物において、
５ｍｇ／日より高く、約６５ｍｇ／日より低く、そしてより好ましくは、制御放出処方物
において、７．５ｍｇ／日より高く、８０ｍｇ／日より低い。
【０１７５】
　第２の治療剤を含む薬学的組成物に関して、その第２の治療剤の有効量は、そのさらな
る薬剤のみを使用すると、単一療法（ｍｏｎｏｔｈｅｒａｐｙ）レジメンにおいて通常利
用される投与量の約２０％～１００％の間である。好ましくは、有効量は、通常の単一療
法的用量の約７０％～１００％の間である。これら第２の治療剤の通常の単一療法的用量
は、当該分野で周知である。例えば、Ｗｅｌｌｓら，編，Ｐｈａｒｍａｃｏｔｈｅｒａｐ
ｙ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ，第２版，Ａｐｐｌｅｔｏｎ　ａｎｄ　Ｌａｎｇｅ，Ｓｔａｍｆｏ
ｒｄ，Ｃｏｎｎ．（２０００）；ＰＤＲ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ，Ｔａｒａｓｃｏ
ｎ　Ｐｏｃｋｅｔ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ　２０００，Ｄｅｌｕｘｅ　Ｅｄｉｔｉ
ｏｎ，Ｔａｒａｓｃｏｎ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ，Ｌｏｍａ　Ｌｉｎｄａ，Ｃａｌｉｆ．
（２０００）（その各々は、全体が本明細書に参考として援用される）を参照のこと。
【０１７６】
　上記に列挙された第２の治療剤のうちのいくつかは、本発明の化合物と相乗効果的に作
用すると予測される。このことが起こるとき、上記第２の治療剤および／もしくは本明細
書中に記載されるように、重水素化パロキセチンの有効投与量が、単一療法において必要
とされるものから減少させることを可能にする。このことは、上記第２の治療剤もしくは
重水素化パロキセチンのいずれかの毒性の副作用を最小化する、効力の相乗効果的改善、
投与もしくは使用の容易さの改善、および／または化合物調製もしくは処方の費用全体の
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縮小という利点を有する。
【０１７７】
　（処置の方法）
　用語、改善するもしくは処置するとは、交換可能に使用され、そして治療的処置および
予防的処置の両方を含む。両方の用語は、疾患（例えば、本明細書において詳述されてい
る疾患もしくは障害）の発現もしくは進行を減少、抑制、減弱、縮小、停止もしくは安定
化すること、上記疾患の重篤度を軽減すること、上記疾患の症状を改善すること、または
他の治療と関連する副作用を改善することを意味する。
【０１７８】
　被験体および患者は、本明細書において交換可能に使用される。
【０１７９】
　一実施形態において、本発明は、被験体におけるセロトニンの取り込みを阻害するため
の方法を提供し、上記方法は、上記被験体に、本明細書中に記載されるように、有効量の
重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩を、好ましくは、薬学的に受容
可能なキャリアをさらに含む組成物の一部として投与する工程を包含する。この方法は、
鬱；強迫性障害；全般性不安；外傷後ストレス；大鬱病；パニック障害；社会不安障害；
月経前症候群；心障害；非心臓性胸痛；喫煙耽溺（中止を引き起こすかもしくは再発を妨
げる）；血小板活性化状態の軽減；アルコール中毒症およびアルコール依存症；怒り、拒
否に対する感受性（ｒｅｊｅｃｔｉｏｎ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ）、および精神的もし
くは肉体的エネルギーの欠如を含む精神的症候群；黄体期後期不快気分障害（ｌａｔｅ　
ｌｕｔｅａｌ　ｐｈａｓｅ　ｄｙｓｐｈｏｒｉｃ　ｄｉｓｏｒｄｅｒ）；早漏；老年性痴
呆；肥満症；パーキンソン病；もしくはイヌの感情的攻撃（ｃａｎｉｎｅ　ａｆｆｅｃｔ
ｉｖｅ　ａｇｇｒｅｓｓｉｏｎ）から選択される、被験体における１つ以上の疾患もしく
は障害を処置するために使用されうる。
【０１８０】
　上記方法はまた、骨芽細胞刺激によって骨形成を刺激するための、皮膚科学的疾患もし
くは障害（例えば、過剰増殖もしくは炎症性皮膚疾患）の処置のための、および未成熟女
性器官の処置のための方法において、癌細胞増殖を阻害するために使用され得る。これら
実施形態の各々は、記載される方法を包含し、ここで上記被験体は、上記示される処置が
必要として同定される。
【０１８１】
　より好ましくは、この方法は、大うつ病性障害、強迫性障害、パニック障害、社会不安
障害、全般性不安障害、外傷後ストレス障害、および月経前不快気分障害から選択される
、被験体における１個以上の疾患もしくは障害を処置するために使用される。
【０１８２】
　別の実施形態において、上記発明は、ヒトにおいて、閉経後血管運動症状（ｍｅｎｏｐ
ａｕｓａｌ　ｖａｓｏｍｏｔｏｒ　ｓｙｍｐｔｏｍ）（一過性熱感）、睡眠障害を伴う閉
経後血管運動症状、大鬱病性障害を伴う閉経後血管運動症状、もしくは全般性不安障害を
伴う閉経後血管運動症状を処置するために使用される。より具体的な実施形態において、
本明細書に記載されるように、重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩
は、被験体において一過性熱感の処置のために必要に応じて投与され得る。例えば、就寝
直前に投与することは、夜中生じている一過性熱感を軽減もしくは予防するために利用さ
れ得、従って、一過性熱感および関連する睡眠障害を改善し得る。
【０１８３】
　別の実施形態において、一過性熱感に苦しんでいるかもしくは一過性熱感に影響されや
すいヒトに１日ベースで投与される重水素化パロキセチンの量は、即時放出処方物におい
て、２０ｍｇ／日より高く、約１２０ｍｇ／日より低いか、または制御放出処方物におい
て、２５ｍｇ／日より高く、約１５０ｍｇ／日より低い。より具体的な実施形態において
、一過性熱感に苦しんでいるかもしくは一過性熱感に影響されやすいヒトに１日ベースで
投与される重水素化パロキセチンの量は、即時放出処方物において、６０ｍｇ／日より高
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く、約１２０ｍｇ／日より低いか、または制御放出処方物において、７５ｍｇ／日より高
く、約１５０ｍｇ／日より低い。
【０１８４】
　別の実施形態において、本明細書に記載されるように、一過性熱感に苦しんでいるかも
しくは一過性熱感に影響されやすいヒトに１日ベースで投与される有効量の重水素化パロ
キセチンもしくはその薬学的に受容可能な塩は、即時放出処方物において、５ｍｇ／日よ
り高く、約６５ｍｇ／日より低く、そしてより好ましくは、制御放出処方物において、７
．５ｍｇ／日より高く、８０ｍｇ／日より低い。
【０１８５】
　別の実施形態において、上記方法は、癌について現在処置されているかまたは処置され
た患者における一過性熱感を処置するために使用される。この実施形態の一局面において
、上記患者は、卵巣癌、乳癌、もしくは前立腺癌について現在処置されているかもしくは
処置されたことがある。具体的な実施形態において、上記被験体は、乳癌について現在処
置されているかもしくは処置されたことがある。
【０１８６】
　本発明の別の局面は、被験体におけるセロトニンの取り込みを阻害することにおいて使
用するための重水素化パロキセチンである。好ましくは、その使用は、上記の疾患、障害
もしくは症状の被験体における処置もしくは予防においてである。
【０１８７】
　本発明の別の局面は、被験体におけるセロトニンの取り込みを阻害するための医薬の製
造における重水素化パロキセチンの使用である。好ましくは、上記医薬は、上記の疾患、
障害もしくは症状の被験体における処置もしくは予防のために使用される。
【０１８８】
　別の実施形態において、上記処置方法は、単独でもしくはパロキセチンと組み合わせて
、鬱病、高血圧症、全般性不安障害、恐怖症、外傷後ストレス症候群、回避性人格障害、
性機能不全；摂食障害（過食症、神経性食欲不振症、および過食が挙げられる）；肥満症
、薬物依存症、群発頭痛、片頭痛；疼痛（神経障害性疼痛、糖尿病性ニューロパチー、術
後疼痛、心因性疼痛障害、および慢性疼痛症候群が挙げられる）；アルツハイマー病、強
迫性障害、広場恐怖症を伴うもしくは伴わないパニック障害、記憶障害、パーキンソン病
、内分泌障害、血管痙攣、小脳性運動失調、胃腸管障害、統合失調症の陰性症状、月経前
症候群、線維筋痛症候群；尿失禁（腹圧性尿失禁を含む）；トゥレット症候群、抜毛癖、
窃盗癖、男性インポテンス、癌、哺乳動物における慢性発作性片頭痛および頭痛、睡眠関
連呼吸障害、加齢に起因する認知障害、脳卒中、頭部外傷、神経変性疾患、統合失調症、
不安、攻撃およびストレス、体温調節の障害、呼吸器疾患、双極性障害、精神病、睡眠障
害；躁病（急性躁病を含む）；膀胱障害、尿生殖器障害、咳嗽、嘔吐、悪心、精神障害（
例えば、偏執症および躁鬱病）、チック障害、糖尿病性心筋症、糖尿病性網膜症、白内障
、心筋梗塞、長期疲労、慢性疲労、慢性疲労症候群、早漏、不快気分、分娩後鬱病、社会
不安障害、破壊的行動障害、衝動抑制障害、境界性人格障害、多動性を伴わない注意欠陥
障害、シャイ・ドレーガー症候群、脳虚血、脊髄外傷、ハンチントン舞踏病、筋萎縮性側
索硬化症、ＡＩＤＳ誘導性痴呆、筋痙攣、痙攣、分娩前後の低酸素症、低酸素症、心停止
、低血糖性神経損傷、眼の損傷および網膜症、脳浮腫、遅発性ジスキネジア、心臓バイパ
ス手術および移植に続いて起こる脳障害、感情障害、気分障害、パニック障害の病歴がな
い広場恐怖症、ならびに急性ストレス障害を処置するために有効である１種以上のさらな
る治療剤を、上記患者に投与する工程をさらに包含し；パロキセチンの副作用を軽減する
ため、パロキセチンの活性を増強もしくは強化するため、またはパロキセチンの薬理学的
作用の持続時間を高めるためである。
【０１８９】
　なお別の実施形態において、上記処置方法は、単独で、もしくはパロキセチンと組み合
わせて、自閉症、ジスキネジア、気分変調性障害；遺伝的原因もしくは環境的原因に起因
する肥満症、多嚢胞性卵巣症候群、頭蓋咽頭腫、プラダー・ウィリー症候群、Ｆｒｏｅｈ
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ｌｉｃｈ’ｓ　Ｓｙｎｄｒｏｍｅ、ＩＩ型糖尿病、成長ホルモン欠損症、ターナー症候群
；炎症促進性サイトカイン分泌もしくは生成、時差ぼけ、不眠症、過眠症、夜尿症、下肢
静止不能症候群、血管閉塞性事象、高血糖症、高インスリン血症、高脂質血症、高トリグ
リセリド血症、糖尿病、インスリン抵抗性、糖代謝障害、耐糖能障害（ＩＧＴ）の状態、
空腹時血漿グルコース異常の状態、糸球体硬化症、症候群Ｘ、冠状動脈性心疾患、狭心症
、血管再狭窄、内皮障害、血管コンプライアンス障害、もしくは鬱血性心不全のうちの１
つ以上を処置するために；またはパロキセチンの作用の開始を高めるために、有効である
１種以上の治療剤を上記患者に投与するさらなる工程を包含する。
【０１９０】
　上記処置方法において有用な特定の第２の治療剤は、組み合わせ組成物の一部として、
上記に記載されるものと同じである。
【０１９１】
　より具体的な実施形態において、本発明の組み合わせ治療は、重水素化パロキセチンと
：ａ）パニック障害、外傷後ストレス障害、鬱病もしくは抑鬱気分に苦しんでいるかまた
はこれらに影響されやすい患者の処置のためのクロザピン；ｂ）耳鳴もしくは社会不安障
害に苦しんでいるかもしくはこれらに影響されやすい患者の処置のためのベスチピタント
；ｃ）全般性不安障害もしくは外傷後ストレス障害に苦しんでいるかもしくはこれらに影
響されやすい患者の処置のためのクエチアピン；またはｄ）アルコール中毒症およびアル
コール依存症に苦しんでいるかもしくはこれらに影響されやすい患者の処置のためのナル
トレキソンとを同時投与する工程を包含する。
【０１９２】
　本明細書に記載されるように、重水素化パロキセチンもしくはその薬学的に受容可能な
塩は、パロキセチンと比較して、シトクロームＰ４５０　２Ｄ６（ＣＹＰ２Ｄ６）の低下
した阻害を示すので、パロキセチンとＣＹＰ２Ｄ６によって代謝される治療剤との同時投
与の禁忌は、避けられ得る。ＣＹＰ２Ｄ６によって代謝される治療剤も現在投与されてい
る患者の処置において、パロキセチンを、本明細書に記載される重水素化パロキセチンも
しくはその薬学的に受容可能な塩で置換することは、パロキセチンで処置可能な状態（例
えば、上記の１つ以上の疾患もしくは障害）；およびＣＹＰ２Ｄ６によって代謝される治
療剤によって処置可能な状態の両方に苦しんでいるかもしくはこれらに影響されやすい患
者を処置するための方法において改善を示す。ＣＹＰ２Ｄ６基質である治療剤は、これら
が処置するために使用される疾患および状態と同様に、当該分野で公知である（ｈｔｔｐ
：／／ｍｅｄｉｃｉｎｅ．ｉｕｐｕｉ．ｅｄｕ／ｆｌｏｃｋｈａｒｔ／２Ｄ６．ｈｔｍ＃
２Ｄ６ｓｕｂを参照のこと）。
【０１９３】
　従って、一実施形態において、本発明の化合物もしくは組成物を投与されるべき上記患
者は、好ましくは、本発明の化合物もしくは組成物の投与の２４時間前以内に、ＣＹＰ２
Ｄ６によって代謝される１種以上の治療剤を既に投与されている。具体的な実施形態にお
いて、上記さらなる治療剤は、ノルトリプチリン、アミトリプチリン、イミプラミン、デ
シプラミン、フルオキセチン、フェノチアジン、１Ｃ型抗不整脈剤（例えば、プロパフェ
ノン、フレカイニド、およびエンカイニド）、リスペリドン、チオリダジン、タモキシフ
ェン、およびアトモキセチンから選択される。
【０１９４】
　別の実施形態において、本発明の化合物もしくは組成物を患者に投与する工程を包含す
る前述の方法のうちのいずれかは、ＣＹＰ２Ｄ６によって代謝される１種以上のさらなる
治療剤を上記患者に投与するさらなる工程をさらに包含する。具体的な実施形態において
、上記さらなる治療剤は、ノルトリプチリン、アミトリプチリン、イミプラミン、デシプ
ラミン、フルオキセチン、フェノチアジン、１Ｃ型抗不整脈剤（例えば、プロパフェノン
、フレカイニド、およびエンカイニド）、リスペリドン、チオリダジン、タモキシフェン
、およびアトモキセチンから選択される。
【０１９５】
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　上記実施形態のうちの各々において、上記第２の治療剤は、本明細書に記載されるよう
に、重水素化パロキセチンと一緒に、単一の投与形態の一部としてもしくは別個の投与形
態として投与され得る。あるいは、上記第２の治療剤は、本明細書中に記載されるように
、重水素化パロキセチンの投与の前、投与と同時、もしくは投与の後に投与されうる。こ
のような併用治療処置において、本発明の化合物および上記第２の治療剤の両方が、従来
の方法によって投与される。上記第２の治療剤の投与は、重水素化パロキセチンの投与の
前、投与と同時、および／または投与の後に起こりうる。上記第２の治療剤の投与が、本
明細書中に記載されるように、重水素化パロキセチンと同時に起こる場合、上記２つ（も
しくは２つ以上の）薬剤は、単一の投与形態（例えば、本明細書に記載されるように、重
水素化パロキセチン、および上記のように第２の治療剤、ならびに薬学的に受容可能なキ
ャリアを含む本発明の組成物）、または別個に投与形態において投与されうる。本明細書
に記載されるように、重水素化パロキセチンおよび第２の治療剤の両方を含む、本発明の
組成物の被験体への投与は、処置の過程の別の時点での、上記第２の治療剤、任意の他の
治療剤もしくは本発明の任意の化合物の、上記被験体への別個の投与を排除しない。
【０１９６】
　本発明の方法において有用な有効量の第２の治療剤は、当業者に周知であり、投与のた
めのガイダンスは、本明細書で言及される特許、ならびにＷｅｌｌｓら，編，Ｐｈａｒｍ
ａｃｏｔｈｅｒａｐｙ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ，第２版，Ａｐｐｌｅｔｏｎ　ａｎｄ　Ｌａｎ
ｇｅ，Ｓｔａｍｆｏｒｄ，Ｃｏｎｎ．（２０００）；ＰＤＲ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉ
ａ，Ｔａｒａｓｃｏｎ　Ｐｏｃｋｅｔ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ　２０００，Ｄｅｌ
ｕｘｅ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｔａｒａｓｃｏｎ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ，Ｌｏｍａ　Ｌｉｎ
ｄａ，Ｃａｌｉｆ．（２０００）、および他の医学教科書において見いだされうる。しか
し、上記さらなる治療剤の最適な有効量範囲を決定することは、当業者の範囲内に十分入
る。
【０１９７】
　１種以上の第２の治療剤が動物に投与される本発明の一実施形態において、本明細書に
記載されるように、上記有効量の重水素化パロキセチンは、上記第２の治療剤が投与され
ない場合のその有効量より小さい。別の実施形態において、上記第２の治療剤の上記有効
量は、上記重水素化パロキセチンが投与されない場合に（すなわち、単一療法において投
与される各第２の治療剤の量）、その有効量より小さい。この方法において、いずれかの
薬剤の高用量と関連する望ましくない副作用は、最小化されうる。他の潜在的な利点（改
善された投与レジメンおよび／もしくは低下した薬物コストが挙げられるが、これらに限
定されない）は、当業者に明らかである。
【０１９８】
　別の局面によれば、本発明は、重水素化パロキセチンおよび上記の第２の治療剤のうち
の１種以上を、上記の疾患、障害もしくは症状の被験体における処置もしくは予防におい
て使用するための単一の組成物においてか、もしくは別個の投与形態としてかのいずれか
において提供する。
【０１９９】
　なお別の局面において、本発明は、上記の疾患、障害もしくは症状の被験体における処
置もしくは予防のための、単一組成物もしくは別個の投与形態のいずれかとしての医薬の
製造における、重水素化パロキセチンおよび上記の第２の治療剤のうちの１種以上の使用
を提供する。
【０２００】
　本発明の化合物は、公知の方法によって生物学的活性について容易にアッセイされうる
。例えば、セロトニン輸送体への結合を決定するためのインビトロ方法は、組換え細胞株
（例えば、Ｐｏｓｓ　ＭＡら，米国特許第６，２２５，３２４号（Ｂｒｉｓｔｏｌ－Ｍｙ
ｅｒｓ　Ｓｑｕｉｂｂに対する）を参照のこと）；およびエキソビボ脳組織（例えば、Ｙ
ｏｕｎｇ　ＪＷら，米国特許第５，６４８，３９６号（Ｓｅｐｒａｃｏｒに対する）；お
よびＨａｂｅｒｔ　Ｅら，Ｅｕｒ　Ｊ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　１９８５　１１８：１０７
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を参照のこと）を使用して利用可能である。
【０２０１】
　鬱病の動物モデルは、抗鬱薬（セロトニン再取り込みインヒビターおよび特にパロキセ
チンを含む）に対するヒトの臨床的応答と相関する再現可能な読み出し情報を提供する。
周知の強制水泳試験および尾懸垂試験の詳細については、例えば、Ｐｏｒｓｏｌｔ　ＲＤ
ら，Ｅｕｒ　Ｊ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　１９７９　５７：２０１；Ｄｅｔｋｅ　ＭＪら，
Ｐｓｙｃｈｏｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ　１９９５　１２１：６６；「Ｄｒｕｇ　Ｄｉｓ
ｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ」，Ｖｏｇｅｌ　ＨＧ　ａｎｄ　Ｖｏｇｅ
ｌ　ＷＨ　（編），ｐ．３０４，１９９７，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，Ｎｅｗ　
Ｙｏｒｋ；およびＥｌ　Ｙａｃｏｕｂｉ　Ｍら，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ
　ＵＳＡ　２００３　１００：６２２７を参照のこと。本発明の化合物の各々は、このよ
うな動物モデルにおいて試験されうる。
【０２０２】
　本発明の化合物の代謝の速度は、例えば、異種的に発現されたＣＹＰ２Ｄ６、もしくは
ヒト肝臓ミクロソーム（ともにＢＤ　Ｇｅｎｔｅｓｔ，Ｗｏｂｕｒｎ，ＭＡから入手可能
）の存在下で、決定され得、かつパロキセチンの代謝速度と比較され得る。上記化合物は
また、完全な動物において、上記投与された化合物の消失、および必要であれば、代謝産
物の出現を測定する、例えば、経口投与もしくは非経口投与によって、試験されうる。こ
のような測定のための手段は周知であり、例えば、Ｓｅｇｕｒａ　Ｍら，Ｒａｐｉｄ　Ｃ
ｏｍｍｕｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍ，２００３，１７：１４５５；およびＨａｒｔ
ｔｅｒ　Ｓら，Ｔｈｅｒ　Ｄｒｕｇ　Ｍｏｎｉｔ，１９９４，１６：４００を参照のこと
。本発明の化合物によるＣＹＰ２Ｄ６の不活性化はまた、可憐刷る酵素パラメーター（例
えば、ｋＩＮＡＣＴ）を決定するための公知の手段によって、測定されうる。Ｓｅｅ　例
えば、Ｂｅｒｔｅｌｓｅｎ　ＫＭら，Ｄｒｕｇ　Ｍｅｔａｂ　Ｄｉｓｐｏｓ，２００３，
３１：２８９を参照のこと。シトクローム２Ｄファミリー酵素によって代謝されることが
公知の他の薬物に対する重水素化パロキセチンの効果がまた、測定され得、パロキセチン
によって引き起こされる対応する効果と比較され得る；例えば、Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ　Ｋ
ら，Ｅｕｒ　Ｊ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ，１９９３，２２８：２４７を参照のこと。この相
互作用は、蓄積シトクローム不活性化を測定するために、パロキセチンおよび重水素化パ
ロキセチンの単一用量、または反復用量の後に測定され得る。
【０２０３】
　（診断方法およびキット）
　別の実施形態によれば、本発明は、生物学的サンプルにおいてパロキセチンの濃度を決
定するための方法を提供し、上記方法は、
ａ）既知の濃度の重水素化パロキセチンを、上記生物学的サンプルに添加する工程；
ｂ）上記生物学的サンプルを、パロキセチンと重水素化パロキセチンとを区別する測定デ
バイスに供する工程；
ｃ）上記測定デバイスを較正して、パロキセチンの検出された量と、上記生物学的サンプ
ルに添加された上記既知の濃度の重水素化パロキセチンとを相関させる工程；
ｄ）上記生物学的サンプル中のパロキセチンの量を、上記較正した測定デバイスで測定す
る工程；および
ｅ）上記生物学的サンプル中のパロキセチンの濃度を、上記検出された量のパロキセチン
と、上記検出された量および既知の濃度の重水素化パロキセチンとを比較することによっ
て、決定する工程、
を包含する。
【０２０４】
　パロキセチンと上記第２の化合物とを区別し得る測定デバイスは、一方に対して、他方
が１個以上の重い原子同位体を含むということを除いて、同一の構造である２つの化合物
の間を区別し得る任意の測定デバイスを含む。好ましくは、このような測定デバイスは、
質量分析計、ＮＭＲ分光光度計、もしくはＩＲ分光光度計である。
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【０２０５】
　別の好ましい実施形態において、上記方法は、工程ｂ）の前に、有機相抽出もしくは固
相抽出によって、パロキセチンおよび上記第２の化合物の両方を、上記生物学的サンプル
から分離するさらなる工程を包含する。
【０２０６】
　別の実施形態において、本発明は、重水素化パロキセチンの代謝的安定性を評価するた
めの方法を提供し、上記方法は、重水素化パロキセチンと、代謝酵素源とを一定期間接触
させる工程；および上記一定期間後に、上記化合物の量と、上記化合物の代謝産物とを比
較する工程、を包含する。
【０２０７】
　関連する実施形態において、本発明は、重水素化パロキセチンの投与後に、患者におけ
る重水素化パロキセチンの代謝的安定性を評価するための方法を提供する。この方法は、
上記被験体に上記重水素化パロキセチンを投与した一定期間後に、上記患者から血清、尿
もしくは糞便サンプルを採取する工程；および重水素化パロキセチンの量と、上記血清、
尿もしくは糞便サンプル中の重水素化パロキセチンの代謝生成物とを比較する工程、を包
含する。
【０２０８】
　本発明はまた、大鬱病性障害、強迫性障害、パニック障害、社会不安障害、全般性不安
障害、外傷後ストレス障害、月経前不快気分障害、もしくは閉経後血管運動症状（一過性
熱感）を処置するために使用するためのキットを提供する。これらキットは、（ａ）重水
素化パロキセチンまたはその塩、水和物もしくは溶媒和物を含む薬学的組成物であって、
ここで上記薬学的組成物は容器中に存在する、薬学的組成物；および（ｂ）大鬱病性障害
、強迫性障害、パニック障害、社会不安障害、全般性不安障害、外傷後ストレス障害、月
経前不快気分障害、もしくは閉経後血管運動症状（一過性熱感）を処置するために上記薬
学的組成物を使用するための方法を記載する説明書を含む。
【０２０９】
　上記容器は、上記薬学的組成物を保持しうる任意の容器もしくは他の密封されたもしく
は密封可能な装置であり得る。例としては、ボトル、アンプル、区画されたもしくはマル
チチャンバのホルダーボトルが挙げられ、ここで各区画もしくはチャンバは、上記組成物
の単一用量、各区画が上記化合物の単一用量を含む区画されたホイルパケット、または上
記化合物の単一用量を分与するディスペンサーを含む。上記容器は、当該分野で公知のよ
うに、任意の従来の形状もしくは形態において存在し得、これら容器は、薬学的に受容可
能な材料（例えば、紙もしくは厚紙のボックス、ガラスもしくはプラスチックのボトルも
しくはジャー、再密封可能なバッグ（例えば、異なる容器に配置するための錠剤の「詰め
替えの薬（ｒｅｆｉｌｌ）」を保持するために）、または治療スケジュールに従って上記
パック胃から押し出すための個々の用量を有するブリスターパックから作製される。上記
使用される容器は、必要とされる正確な投与形態に依存し得、例えば、従来の厚紙のボッ
クスは、液体懸濁物を保持するためには、一般に使用されない。１個より多くの容器が、
単一の投与形態を売買するために、単一のパッケージ中に一緒に使用されうることは可能
である。例えば、錠剤は、ボトル中に含まれ得、このボトルは、続いて、ボックス内に含
まれる。一実施形態において、上記容器は、ブリスターパックである。
【０２１０】
　本発明のキットはまた、上記薬学的組成物の単位用量を投与もしくは測定するためのデ
バイスを含み得る。このようなデバイスは、上記組成物が、吸入可能な組成物である場合
には吸入器を含み得；上記組成物が注射用組成物である場合にはシリンジと針を含み；上
記組成物が経口用液体組成物である場合には容積マーキングありもしくはなしのシリンジ
、スプーン、ポンプもしくは容器を含み；または上記キットに存在する組成物の投与量処
方物に適切な任意の他の測定デバイスもしくは送達デバイスを含む。
【０２１１】
　特定の実施形態において、本発明のキットは、別個の容器中に、第２の治療剤（例えば
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、本発明の化合物との同時投与に使用するための、上記のもののうちの１つ）を含む薬学
的組成物を含み得る。
【実施例】
【０２１２】
　（実施例１．　３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒド（ＸＩ）の合成
　化合物ＸＩを、以下のスキーム４に概説されるように調製した。変換の詳細は、以下に
記載される。
【０２１３】
　スキーム４
【０２１４】
【化２６】

　３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒド（ＸＩ）の合成、ＴＨＦ（１６０ｍＬ）中の
３，４－ジヒドロキシベンズアルデヒド（Ｘ）（４０ｇ）の溶液に、Ｄ２Ｏ（１６０ｍＬ
）を攪拌しながら添加した。上記得られた混合物を、窒素下で、室温（ｒｔ）において一
晩攪拌した。上記溶媒を、真空中で除去し、その残渣を、４０℃において一晩真空中で乾
燥させて、ＸＩを固体として得た（４０ｇ）。３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲ（ｄ６－ＤＭ
ＳＯ）による分析は、約８５％のＨ／Ｄ交換レベルを示した。
【０２１５】
　（実施例２．　３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒド（ＸＩ）の代替の合成）
　化合物ＸＩを、上記のスキーム４に一般に概説されるように調製した。変換の詳細は、
以下に示す。
【０２１６】
　３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒド（ＸＩ）の合成。アセトニトリル（２００ｍ
Ｌ）中の３，４－ジヒドロキシベンズアルデヒド（Ｘ）（１０ｇ）の溶液に、Ｄ２Ｏ（４
０ｍＬ）を添加し、上記得られた混合物を、室温において４日間攪拌した。上記溶媒を真
空中で除去して、ＸＩを固体として得た。３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲ（ｄ６－ＤＭＳＯ
）による分析は、８５％のＨ／Ｄ交換レベルを示した。
【０２１７】
　（実施例３．　３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒド（ＸＩ）の代替の合成）
　化合物ＸＩを、上記のスキーム４に一般に概説されるように調製した。変換の詳細は、
以下に示す。
【０２１８】
　３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒド（ＸＩ）の合成。ＣＨ３ＯＤ（１００ｍＬ）
中の３，４－ジヒドロキシベンズアルデヒド（Ｘ）（２５ｇ）の溶液に、ＤＣｌ（０．４
ｍＬ）を攪拌しながら添加した。上記得られた混合物を、室温において一晩攪拌し、上記
溶媒を真空中で除去した。その残渣を、ＣＨ３ＯＤ（１００ｍＬ）中に再溶解し、ＤＣｌ
（０．４ｍＬ）を添加し、上記混合物を再び室温において一晩攪拌した。上記溶媒を真空
中で除去して、ＸＩを固体として得た。３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲ（ｄ６－ＤＭＳＯ）
による分析は、約８５％のＨ／Ｄ交換レベルを示した。
【０２１９】
　（実施襟４．　３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒド（ＸＩ）の代替の合成）
　化合物ＸＩを、上記のスキーム４に一般に概説されるように調製した。変換の詳細は、
以下に示す。
【０２２０】
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　３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒド（ＸＩ）の合成。５０Ｌの、温度プローブ、
窒素雰囲気、および還流冷却器を備えたジャケット付き反応器に、３，４－ジヒドロキシ
ベンズアルデヒド（３．５ｋｇ）およびＴＨＦ（１４．０Ｌ）を充填した。重水素オキシ
ド（１４．０Ｌ）を添加し、上記反応混合物を、周囲温度において１８時間にわたって攪
拌した。ＥｔＯＡｃ（１４Ｌ）を添加し、その相を分離した。次いで、その水相を、Ｅｔ
ＯＡｃ（１４Ｌ）で抽出した。その合わせた有機層を、約１４Ｌに濃縮した。トルエンを
添加し（１４Ｌ）、上記懸濁物を、１４Ｌに濃縮した。この溶媒交換手順を、トルエン（
各１４Ｌ）でさらに２回反復した。その固体を集め、上記得られたケーキを、トルエン（
１０Ｌ）で洗浄した。次いで、上記バッチを、高真空下で（４０℃）２０時間にわたって
乾燥させた。３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒドを、黄褐色固体として単離した（
３４８０ｇ，９８％収率，ＨＰＬＣにより９９．９％　ＡＵＣより大きく、３００ＭＨｚ
　１Ｈ　ＮＭＲは、約９１％の重水素化レベルを示した）。
【０２２１】
　（実施例５．　２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－カルバルデ
ヒド（ｃａｒｂａｌｄｅｈｙｄｅ）（ＸＩＶ）の合成）
　化合物ＸＩＶを、以下のスキーム５に概説されるように調製した。合成の詳細は、以下
に記載する。
【０２２２】
　スキーム５
【０２２３】
【化２７】

　２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－カルバルデヒド（ＸＩＶ）
の合成。Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）（２７０ｍＬ）中のＫ２ＣＯ３（２９．６ｇ，
０．２２ｍｏｌ）の懸濁物を、１１０℃へと加熱し、Ｎ２下で攪拌した。ＣＤ２Ｃｌ２（
６８ｍＬ，１．１ｍｏｌ）およびＮＭＰ（３０ｍＬ）中の３，４－ジ重水素オキシベンズ
アルデヒド（ＸＩ）（１５ｇ，０．１１ｍｏｌ）の溶液を、４５分間かけて滴下した。上
記反応混合物を、１１０℃においてさらに９０分間にわたって攪拌した。上記混合物を冷
却し、濾過し、上記濾液を水（９００ｍＬ）に注ぎ、ＥｔＯＡｃで抽出した（３×６００
ｍＬ）。その合わせた有機物を水で洗浄し（２×６００ｍＬ）、乾燥させ（ＭｇＳＯ４）
、濾過し、真空中で濃縮した。その残渣を、シリカゲルクロマトグラフィー（４：１　ヘ
キサン／ＥｔＯＡｃ）によって精製して、１４．２ｇ（８７％）のＸＩＶを淡褐色油状物
として得、これを放置して固化させた。存在するＣＨＤおよびＣＨ２のレベルは、それぞ
れ、約０．５％および約０．０３％であることが決定された（以下を参照のこと）。
【０２２４】
　上記２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－カルバルデヒド（ＸＩ
Ｖ）におけるモノ重水素生成物の量の定量。ＸＩＶ中に存在する非常に低レベルの上記Ｃ
ＨＤに起因して、慣用的な手順（例えば、ＮＭＲ積分値の比較のための外部標準の使用）
は、測定の十分な正確性を与えない。ここで使用される手順は、上記アルデヒドシグナル
の１３Ｃ－１Ｈカップリング（一貫した内部比較）を利用して、ＸＩＶのサンプル中に存
在するＣＨＤの量を測定する。炭素における１３Ｃの天然の量は１．１１％であるので、
１Ｈ　ＮＭＲスペクトルの約９．７５ｐｐｍにおける上記アルデヒドシグナルの二重項パ
ターンにおける各シグナル（９．４６ｐｐｍおよび１０．１５ｐｐｍにおける１３Ｃ－１

Ｈ二重項シグナル）の積分は、各々約０．５６％に等しい。６．０３ｐｐｍにおける上記
ＣＨＤシグナルに対する上記二重項ピークのうちの一方の積分値の比較は、ほぼ等しい値
を示し、従って、ＸＩＶサンプル中のＣＨＤのレベルは、約０．５％であると決定される
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。同様に、６．０５ｐｐｍにおける上記ＣＨ２ピークは、約０．０３％のレベルを有する
。３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲ（ＸＩＶ）（ＣＤＣｌ３）δ＝６．８９，　６．９２（ｄ
，１Ｈ）；　７．３０，　７．３１，　７．３７，　７．３８，　７．４０，　７．４１
　（ｍ，２Ｈ）；および９．７９（ｓ，１Ｈ）。ジヒドロキシベンズアルデヒド（Ｘ）か
ら調製されたその対応するｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソールに関して、上記Ｃ
ＨＤピークのレベルは、６％であることが決定された。上記ＣＨ２ピークのレベルは、３
００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲによる定量の限界にあることが決定された。
【０２２５】
　（実施例６．　２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－カルバルデ
ヒド（ＸＩＶ）の代替の合成）
　化合物ＸＩＶを、上記スキーム５に一般に概説されるように調製した。合成の詳細は、
以下に示す。
【０２２６】
　２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－カルバルデヒド（ＸＩＶ）
の合成。Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）（１０ｍＬ）およびＣＤ２Ｃｌ２（２２．３ｍ
Ｌ，１０当量）中の３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒド（ＸＩ）（５ｇ，１当量）
の溶液を、ＮＭＰ（１００ｍＬ）およびＤ２Ｏ（１．５ｍＬ，２．１当量）中のＫ２ＣＯ

３（４．９ｇ，２当量）の攪拌懸濁物に、１１０℃において窒素下で１時間にわたって添
加した。１１０℃において１．５時間にわたって攪拌を継続し、その後、上記反応混合物
を室温に冷却し、濾過し、上記固体を酢酸エチル（１０ｍＬ）で洗浄した。その合わせた
反応混合物および洗浄物を、水（５０ｍＬ）および酢酸エチル／ヘプタン（４：１，５０
ｍＬ）の間で分配した。上記水層を分離し、酢酸エチル／ヘプタンで抽出した（４：１，
３×５０ｍＬ）。上記有機性抽出物を合わせ、水で洗浄し（３×６０ｍＬ）、硫酸マグネ
シウムで乾燥させ、真空中で褐色油状物へと濃縮した。その残渣を、酢酸エチル／ヘプタ
ン（１：８）を使用するクロマトグラフィーによって精製して、１．９９ｇのＸＩＶを得
た（ＣＨＤレベルは、３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲによって０．５９％）。上記ＣＨ２ピ
ークのレベルは、３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲによる定量の限界にあると決定された。
【０２２７】
　（実施例７．　２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－カルバルデ
ヒド（ＸＩＶ）の代替の合成）
　化合物ＸＩＶを、上記スキーム５に一般に概説されるように調製した。合成の詳細は、
以下に示す。
【０２２８】
　２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－カルバルデヒド（ＸＩＶ）
の合成。温度プローブ、窒素雰囲気、および還流冷却器を備えた１００Ｌのジャケット付
き反応器に、粉末化炭酸カリウム（４２３６ｇ）およびＮＭＰ（３８．７Ｌ）を充填した
。上記得られた懸濁物を、１１０℃へと加熱した。３，４－ジ重水素オキシベンズアルデ
ヒド（２１５０ｇ）、ｄ２－塩化メチレン（１３．３３Ｋｇ）およびＮＭＰ（４．３Ｌ）
の予め混合した溶液を、滴下漏斗を介して添加した。上記溶液を、水面下添加を介して、
２０分間にわたって添加した。上記バッチの温度は、上記添加の過程にわたって、１１０
℃から１００．６℃へと下がった。上記バッチを１１０℃へと加温し、９０分後、ＨＰＬ
Ｃは、１％未満の３，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒドを示した。その灰緑色の懸濁
物を周囲温度へと１８時間（一晩）にわたって冷却し、次いで、セライトのパッドに対し
て濾過した。上記パッドを、４：１　ＥｔＯＡｃ／ヘプタン（２１．５Ｌ）で洗浄し、そ
の合わせた濾液を、脱イオン水（５４Ｌ）に添加した。上記得られた水性混合物を、４：
１　ＥｔＯＡｃ／ヘプタンで２回抽出した（１×３２Ｌ、１×５４Ｌ）。その合わせた有
機層を、脱イオン水（３×４３Ｌ）およびブライン（４３Ｌ）で洗浄し、乾燥させ（Ｍｇ
ＳＯ４）、セライトに対して濾過し、真空中で濃縮させた。粗製ＸＩＶを、橙色油状物と
して単離し、これを、放置して固化させた（２３４０ｇ，定量的収率，９７．６％　ＨＰ
ＬＣによるＡＵＣ，３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲによって決定された場合のＣＨＤ不純物
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は、０．４１％であった）。上記物質をさらに、カラムクロマトグラフィー（１０．０ｋ
ｇ　ＳｉＯ２ゲル，１０～２０％　ＥｔＯＡｃ／ヘプタン）を介して精製した。上記生成
物を含む画分を濃縮して、淡黄色固体としてｄ２－ピペロナールを得た（１７７５ｇ，３
，４－ジ重水素オキシベンズアルデヒドから８２％収率、ＨＰＬＣにより９９．９％　Ａ
ＵＣより大きい、ＣＨＤ不純物は、３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲによって決定された場合
に、０．５０％であった）。上記ＣＨ２ピークのレベルは、３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲ
による定量の限界にあると決定された。
【０２２９】
　（実施例８．　２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－オール（Ｘ
Ｖ）の合成）
　化合物ＸＶを、以下のスキーム６に概説されるように調製した。合成の詳細は、以下に
示す。
【０２３０】
　スキーム６
【０２３１】
【化２８】

　２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－オール（ＸＶ）の合成。Ｃ
Ｈ２Ｃｌ２（５．５Ｌ）中のＸＩＶ（１６５ｇ，１．０８ｍｏｌ，１．０当量）の攪拌溶
液に、３０％　過酸化水素（３４３ｍＬ，３．０１ｍｏｌ，２．７５当量）および９６％
　ギ酸（１８２ｍＬ，４．６３ｍｏｌ，４．３当量）を添加し、上記得られた混合物を、
還流下で一晩攪拌した。上記反応混合物を、０～５℃へと冷却し、１．５Ｍ　ＮａＯＨ（
５．９Ｌ，８．８５ｍｏｌ，８．２当量）を３０分にわたって滴下し（２５～３０℃へ発
熱）、上記混合物を、さらに３０分間にわたって攪拌した。上記有機層を分離し、真空中
で濃縮した。その残渣を、ＭｅＯＨ（３．６Ｌ）中に溶解し、上記水層に添加し、上記得
られた混合物を、室温において３０分間にわたって攪拌した。ＭｅＯＨを、真空中で除去
し、その残りの水性混合物を、ＣＨ２Ｃｌ２（２Ｌ、次いで、１．５Ｌ）で抽出し、濃Ｈ
ＣｌでｐＨ３へと酸性化し、次いで、ＣＨ２Ｃｌ２で抽出した（２Ｌ、次いで、２×１．
５Ｌ）。その合わせた有機物を乾燥させ（ＭｇＳＯ４）、濾過し、真空中で濃縮した。そ
の残渣を、別の１６５ｇ　バッチからの物質と合わせ、カラムクロマトグラフィー（ヘキ
サン／ＥｔＯＡｃ　４／１）によって精製して、白色固体としてＸＶを得た（１８５ｇ，
６１％　合計収率）（その純度は、３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲによって９５％およびＬ
Ｃによって９９％より高い）。ＣＨＤ不純物のレベルは、１Ｈ　ＮＭＲによって決定され
る場合、１．０％であった。上記ＣＨ２ピークのレベルは、３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲ
によって定量の限界であると決定された。
【０２３２】
　（実施例９．　２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－オール（Ｘ
Ｖ）の代替の合成）
　化合物ＸＶを、上記のスキーム６に概説されるように調製した。合成の詳細は、以下に
示す。
【０２３３】
　２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－オール（ＸＶ）の合成。温
度プローブ、窒素雰囲気、および還流冷却器を備えた１００Ｌのジャケット付き反応器に
、ＸＩＶ（１９９０ｇ）およびＤＣＭ（２０Ｌ）を添加した。これら試薬の混合は、２０
．２℃から１５．２℃への吸熱を生じた。ギ酸（２７２０ｍＬ，４．５当量）を添加し、
上記バッチを、２５～２７℃へと加温した。次いで、その内部温度を３０℃未満に維持す
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。この添加に、３時間１５分を要した。上記添加が完了した後、上記バッチを、１８時間
にわたって２０～２５℃において攪拌した。ＨＰＬＣは、４．１％のＸＩＶが残っている
ことを示した。その相を分離し、上記有機相を、水中の２５重量％　二亜硫酸ナトリウム
（７．５Ｌ）で洗浄した。次いで、上記有機相を、１０～１５℃へと冷却し、水酸化ナト
リウムの８．８重量％　溶液および水（１２Ｌ）を添加した。この点かを、その内部温度
を２０℃未満に維持するように行った。上記二相混合物を、１０～２０℃において３０分
間にわたって攪拌し、次いで、ＨＰＬＣは、１％未満の中間体ギ酸セサミル（ｓｅｓａｍ
ｙｌ　ｆｏｒｍａｔｅ）が残っていることを示した。上記相を分離し、その水相を、上記
反応器に戻した。ＭＴＢＥ（６Ｌ）を添加し、続いて、３Ｎ　ＨＣｌ（１０Ｌ）を添加し
た。上記二相混合物を、１５分間にわたって攪拌し、次いで、上記相を分離した。上記水
相をＭＴＢＥで抽出した（２×８Ｌ）。その合わせた有機相を、水（８Ｌ）およびブライ
ン（８Ｌ）で洗浄し、乾燥させ（ＭｇＳＯ４）、ｆｉｌｔｅｒｅｄ　ｏｖｅｒ　セライト
を通して濾過し、６Ｌに濃縮した。ヘプタン（６Ｌ）を添加し、上記混合物を６Ｌに濃縮
した。この溶媒交換工程手順を、ヘプタンでさらに２回反復した（各々６Ｌ）。上記得ら
れた灰白色懸濁物を、周囲温度へと冷却した。上記固体を集め、ヘプタンで洗浄し（１ベ
ッド容積）、高真空下で乾燥させた。粗製ＸＶを黄色固体として単離した（１３５０ｇ，
７４％収率，ＨＰＬＣによって９７．３％　ＡＵＣ，ＣＨＤ純度は、３００ＭＨｚ　１Ｈ
　ＮＭＲによって決定した場合、０．４２％であった）。上記粗製物質の一部（５４０ｇ
）を、カラムクロマトグラフィー（４．４ｋｇ　ＳｉＯ２ゲル，１０～２０％　ＥｔＯＡ
ｃ／ヘプタン）を介して精製した。上記生成物を含む画分を濃縮して、ＸＶを灰白色固体
として得た（５２５ｇ，ＸＩＶから６９％収率，ＨＰＬＣにより９９．９％より大きいＡ
ＵＣ，ＣＨＤ不純物は、１Ｈ　ＮＭＲによって決定される場合、０．５５％であった）。
上記ＣＨ２ピークのレベルを、３００ＭＨｚ　１Ｈ　ＮＭＲによる定量の限界にあると決
定された。
【０２３４】
　（実施例１０．　（３Ｓ，４Ｒ）－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジ
オキソール－５－イルオキシ）－メチル－４－（４－フルオロフェニル）ピペリジンヒド
ロクロリド（ＸＶＩＩＩ）の合成）
　化合物ＸＶＩＩＩを、以下のスキーム７に概説されるように調製した。合成の詳細は、
以下に示す。
【０２３５】
　スキーム７
【０２３６】
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【化２９】

　（（３Ｓ，４Ｒ）－４－（４－フルオロフェニル）－１－メチルピペリジン－３－イル
）メチルメタンスルホネート，ＨＣｌ塩（６）の合成。（（３Ｓ，４Ｒ）－４－（４－フ
ルオロフェニル）－１－メチルピペリジン－３－イル）メタノール（５）（２．００ｇ，
８．９６ｍｍｏｌ）を、ジクロロエタン（２０ｍＬ）中に溶解し、メタンスルホニルクロ
リド（０．７３ｍＬ）を添加した。上記反応系を、６時間にわたって室温において攪拌し
た。上記反応混合物を、ロータリーエバポレーターで濃縮して、６を白色固体残渣として
得、これは、粗製形態における使用に適していた。ＭＳ　ｍ／ｚ：　３０２．１（Ｍ＋Ｈ
）。
【０２３７】
　（３Ｓ，４Ｒ）－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－
イルオキシ）メチル）－４－（４－フルオロフェニル）－１－メチルピペリジン（７）の
合成。粗製の６（約８．９６ｍｍｏｌ）を含むフラスコに、トルエン（４５ｍＬ）、２，
２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－オール（ＸＶ，９９．７％　同位
体純度，１．２６ｇ，８．９６ｍｍｏｌ）、テトラ－ｎ－オクチルアンモニウムブロミド
（２４５ｍｇ，０．４４８ｍｍｏｌ）、および３Ｍ　ＮａＯＨ水溶液（２２．４ｍＬ，６
７．２ｍｍｏｌ）を、攪拌しながら添加した。上記得られた淡黄色の混濁した二層を攪拌
し、９０℃　オイルバス中で、排気冷却器（ｖｅｎｔｅｄ　ａｉｒ　ｃｏｎｄｅｎｓｅｒ
）下で５時間にわたって加熱した。上記反応混合物を、室温へと冷却し、水（１００ｍＬ
）およびトルエン（５０ｍＬ）で希釈した。上記混合物を分離漏斗へと注ぎ、振り、上記
層を分離した。上記有機層を、飽和ＮａＨＣＯ３水溶液およびブラインで洗浄し、次いで
、硫酸マグネシウムに対して乾燥させ、濾過し、ロータリーエバポレーターで濃縮して、
約４ｇの７を得た。これは、いくらかの残渣トルエンを含んでいた。この物質を、粗製形
態における使用に適していた。ＭＳ　ｍ／ｚ：　３４６．３（Ｍ＋Ｈ）。
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【０２３８】
　（３Ｓ，４Ｒ）－４－ニトロフェニル　３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３
］ジオキソール－５－イルオキシ）メチル）－４－（４－フルオロフェニル）ピペリジン
－１－カルボキシレート（８）の合成。粗製の７（約８．９６ｍｍｏｌ）を含むフラスコ
に、トルエン（６０ｍＬ）、ジイソプロピルエチルアミン（０．３１２ｍＬ，１．７９ｍ
ｍｏｌ）および４－ニトロフェニルクロロホルメート（１．８１ｇ，８．９６ｍｍｏｌ）
を添加した。上記混合物を攪拌し、８０℃　オイルバス中で、排気冷却器下で５時間にわ
たって加熱した。上記反応混合物を室温へと冷却し、トルエン（５０ｍＬ）で希釈した。
上記混合物を、分離漏斗へと注ぎ、上記フラスコをさらに５０ｍＬのトルエンですすいだ
。水の１００ｍＬ部分を分離漏斗へと添加し、上記層を振り、分離した。上記水層を、さ
らに２５ｍＬのトルエンで抽出した。その合わせた有機層を、ブラインで洗浄し、硫酸マ
グネシウムで乾燥させ、濾過し、ロータリーエバポレーターで濃縮して、琥珀色の油状物
を得た。上記物質を、カラムクロマトグラフィー（５％～３０％　ＥｔＯＡｃ／ヘキサン
）を介して精製して、２．１６ｇの８を得た。
【０２３９】
　（３Ｓ，４Ｒ）－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－
イルオキシ）メチル）－４－（４－フルオロフェニル）ピペリジン，ＨＣｌ塩（ＸＶＩＩ
Ｉ）の合成。ジオキサン（２９ｍＬ）中の８（２．１６ｇ，４．３５ｍｍｏｌ）の溶液に
、２Ｍ　ＮａＯＨ水溶液（４３．５ｍＬ，８７．０ｍｍｏｌ）を添加し、上記混合物を攪
拌し、７０℃　オイルバス中で、排気冷却器下で３時間にわたって加熱した。上記反応混
合物を室温へと冷却し、ロータリーエバポレーターで濃縮して、上記ジオキサンの大部分
を除去した。上記水性の残渣を分離漏斗へと注ぎ、Ｅｔ２Ｏで３回抽出した。その合わせ
た有機層を、１Ｎ　ＮａＯＨ水溶液で洗浄し、次いで、硫酸マグネシウムで乾燥させ、濾
過し、ロータリーエバポレーターで濃縮して、ＸＶＩＩＩの遊離塩基を淡黄色油状物とし
て得た（１．２ｇ）。この物質を、分取用ＨＰＬＣ／ＭＳを介して精製して、７１０ｍｇ
のＸＶＩＩＩの遊離塩基を得、次いで、これを、最低限の容積のアセトン中にとって、１
Ｍ　ＨＣｌ／Ｅｔ２Ｏ（５ｍＬ）、Ｅｔ２Ｏ（１５ｍＬ）、およびヘキサン（６０ｍＬ）
の攪拌溶液にゆっくりと添加した。上記得られた混濁した白色混合物を、０℃において１
時間にわたって保持し、次いで、ロータリーエバポレーターで濃縮して、容積を減らした
。上記得られた白色固体を濾過し、ヘキサン／Ｅｔ２Ｏで洗浄し、３５～４０℃において
真空オーブン中で一晩乾燥させて、６５１ｍｇのＸＶＩＩＩのＨＣｌ塩を得た。１Ｈ－Ｎ
ＭＲ（３００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　９．０４（ｂｒ　ｓ，２Ｈ），　７．２
５－７．１４（ｍ，４Ｈ），　６．７４（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝８．３），　６．４８（ｄ，１
Ｈ，Ｊ＝２．９），　６．１８（ｄｄ，１Ｈ，Ｊ＝２．４，８．３），　３．５８（ｄｄ
，１Ｈ，Ｊ＝３．４，１０．２），　３．５２－３．４７（ｍ，２Ｈ），　３．３９－３
．３５（ｍ，１Ｈ），　３．０１－２．９１（ｍ，２Ｈ），　２．８６（ｄｔ，１Ｈ，Ｊ
＝３．４，１２．２），　２．４７－２．３９（ｍ，１Ｈ），　２．０５－１．９４（ｍ
，１Ｈ），　１．８８－１．８５（ｍ，１Ｈ）。ＭＳ　（Ｍ＋Ｈ）：　３３２．０。
【０２４０】
　（実施例１１．　（３Ｓ，４Ｒ）－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジ
オキソール－５－イルオキシ）－メチル－４－（４－フルオロフェニル）ピペリジンヒド
ロクロリド（ＸＶＩＩＩ）の代替の合成）
　化合物ＸＶＩＩＩを、以下のスキーム８に概説されるように調製した。合成の詳細は、
以下に示す。
【０２４１】
　スキーム８
【０２４２】
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【化３０】

　（３Ｓ，４Ｒ）－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－
イルオキシ）メチル）－４－（４－フルオロフェニル）－１－メチルピペリジン（７）の
代替の合成。トルエン（２３０ｍＬ）中の５０ｇの化合物５（２２４ｍｍｏｌ）の溶液を
、５℃以下に冷却し、次いで、４８．８ｍＬ（４５０ｍｍｏｌ，２．０当量）　ジメチル
エチルアミンを添加した。上記反応混合物に、トルエン（３７．１ｍＬ）中の４８．２３
ｇ（０．２７３ｍｍｏｌ，１．２２当量）　ベンゼンスルホニルクロリドの溶液を充填し
、上記反応混合物の温度を１０℃以下に維持した。上記混合物を、０～５℃において１１
０分間にわたって攪拌した。次いで、上記反応混合物を、３０．５％　ＮａＯＨ（７．５
ｍＬ，３７ｍｍｏｌ，０．３４当量）および水（１４０ｍＬ）の溶液でクエンチした。１
５分間攪拌した後、上記水層を除去し、排気した。化合物９の溶液を、０℃において一晩
貯蔵した。上記有機層に、３１．４ｇのＸＶ（１．０当量，２２４ｍｍｏｌ）、ＤＭＦ（
２３０ｍＬ）および１０．７５ｇ　ＮａＯＨ（１．２当量，６７．２ｍｍｏｌ）を添加し
た。上記反応器を７１℃へと加熱し、３時間にわたって攪拌した。上記反応混合物を５０
℃へと冷却し、水（１４９ｍＬ）でクエンチした。上記水層を、トルエン（１００ｍＬ）
で５０℃において抽出した。次いで、上記水層を除去し、上記２つの有機層を合わせた。
この有機層を、５０℃において、水酸化ナトリウム溶液（５３ｍＬの３０．５％　水酸化
ナトリウムと１４１ｍＬ　水とを混合して調製）で洗浄した。上記水層を除去し、上記有
機層を、精製水（１４９ｍＬ）で５０℃において再び洗浄した。上記有機層を、５０～５
５℃において真空下で２容積へと濃縮し、次いで、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）（
２２５ｍＬ）を添加した。上記混合物を加熱し、新たなＩＰＡを導入して、上記上流物の
屈折率が１．３７７（純粋ＩＰＡで一定）になるまで一定容積で濃縮した。この時点で、
上記混合物を４５℃へと冷却し、種晶を入れ、９０分間にわたって寝かした。この時点で
、結晶化が起こった。その温度を、０℃へと２時間３０分にわたって下げ、上記混合物を
、その温度で３時間にわたって保持した。上記固体を濾過し、冷イソプロピルアルコール
（３６ｍＬ）で洗浄した。上記固体を、４時間にわたって４０℃において真空乾燥させて
、５５．７ｇの化合物７を得た（７２％収率）。
【０２４３】
　（３Ｓ，４Ｒ）－４－フェニル　３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオ
キソール－５－イルオキシ）メチル）－４－（４－フルオロフェニル）ピペリジン－１－
カルボキシレート（１０）の合成。トルエン（３６５ｍＬ）中の５０ｇ（０．１４５ｍｍ
ｏｌ）の化合物７の溶液を、９０℃へと加熱し、次いで、４０．４ｇ（２５７ｍｍｏｌ，
１．７９当量）のフェニルクロロホルメートを約３７分間にわたって充填した。上記反応
混合物を１０５℃へと加熱し、８時間にわたって攪拌した。次いで、上記反応混合物を６
０℃へと冷却し、トリエチルアミン（２０．９ｍＬ）を添加した。上記反応混合物を、６
０℃において１時間にわたって攪拌し、次いで、室温へと冷却した。上記トルエン溶液を
、１０％　水酸化ナトリウム水溶液（７６．５ｍＬ　水および２９ｍＬ　３０．５％　Ｎ
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ａＯＨを混合して調製）で洗浄した。その層を分離し、上記有機層を、水（９８．４ｍＬ
）と塩化ナトリウム（１０ｇ）との混合物で洗浄した。上記層を分離した後、水（１０５
ｍＬ）を、上記トルエン溶液に添加し、そのｐＨを、濃塩酸を使用して、２以下に調節し
た。上記水層を除去し、その有機層を１０５ｍＬの水で３回洗浄した。上記有機層を、５
５～６５℃において真空下で２容積へと濃縮し、次いで、イソプロピルアルコール（ＩＰ
Ａ）（１６５ｍＬ）を添加した。上記混合物を加熱し、３容積へと濃縮し、この時点で、
上記蒸留物の屈折率は、１．３７７であった。ＩＰＡ（１１１ｍＬ）を添加し、上記混合
物を、７０℃へと加熱した。この温度において、上記混合物は、淡黄色溶液であった。上
記混合物を６４℃へと冷却し、その温度において、結晶化が起こり、上記混合物を９０分
間寝かせた。次いで、上記混合物を、１５０分間にわたって０℃へと冷却し、その温度に
おいて１２０分間保持した。上記固体を濾過し、冷ＩＰＡ（３５ｍＬ）で洗浄し、次いで
、４０℃において真空乾燥させて、６０．４ｇ（９２％）の化合物１０を得た。
【０２４４】
　（３Ｓ，４Ｒ）－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－
イルオキシ）メチル）－４－（４－フルオロフェニル）ピペリジン，ＨＣｌ塩（ＸＶＩＩ
Ｉ）の合成。４０ｇ（８８．６ｍｍｏｌ）の化合物１０およびイソプロピルアルコール（
８４０ｍＬ）の混合物を、７９℃へと加熱し、この熱い反応混合物に、３０．５％　水酸
化ナトリウム（１３１ｇ，１１．３当量）の溶液を約４５分間の期間にわたって充填した
。上記添加が完了した後、上記混合物を加熱して、８時間にわたって還流した。上記反応
混合物を室温へと冷却した。上記攪拌反応器に、２７７ｍＬ　水（６．９２容積）を充填
した。この混合物を、トルエン（１２３ｍＬ）で２回抽出した。上記トルエン抽出物を合
わせ、５％　水酸化ナトリウム水溶液（１１４ｍＬ）で３回洗浄して、残りのフェノール
を除去した。次いで、上記トルエン溶液を水（１２３ｍＬ）で洗浄した。上記有機層を油
状物へと濃縮した。上記油状物を、アセトン（２２９ｍＬ）中に溶解し、この溶液を５５
℃へと加熱し、この時点で、水（７．２ｍＬ）および塩酸（７．２ｍＬ）を導入した。次
いで、上記混合物を３５℃へと冷却し、種晶を入れ、２時間寝かした。上記混合物を、１
時間で２０～２５℃へとさらに冷却し、ｎ－ヘプタン（９５ｍＬ）を添加した。上記混合
物を０～５℃へと冷却し、その温度で２時間保持した。上記固体を濾過し、冷アセトン（
４２ｍＬ）で洗浄した。上記生成物を４０℃において真空下で乾燥させて、２６．１ｇ（
８０％）の標題化合物を得た。
【０２４５】
　（実施例１２：重水素化パロキセチン（試験化合物Ａ）とタモキシフェンとの間の薬物
－薬物相互作用（ＤＤＩ）能力の調査）
　乳癌に対するタモキシフェンの活性は、その４－ヒドロキシ代謝産物を介して主に媒介
され、これは、シトクロームＰ４５０アイソザイムＣＹＰ２Ｄ６の作用によって形成され
る。上記４－ヒドロキシ代謝産物を、乳房組織においてエストロゲンレセプターアンタゴ
ニストとして作用する。タモキシフェンの、その活性代謝産物への変換は、ＣＹＰ２Ｄ６
を要するので、タモキシフェンは、低ＣＹＰ２Ｄ６代謝群である表現型において制限され
た効力を有し、上記酵素を不活性化する他の薬物と一緒に使用されるべきではない。
【０２４６】
　タモキシフェン治療は、重篤な一過性熱感の出現に関係していた。一過性熱感の有望な
処置（パロキセチン）はまた、ＣＹＰ２Ｄ６の機構ベースの不活性化因子である。Ｓｉｎ
ｃｅ　パロキセチン媒介性ＣＹＰ２Ｄ６不活性化は、上記活性代謝産物エンドキシフェン
（ｅｎｄｏｘｉｆｅｎ）の形成を阻害するので、タモキシフェン治療中の乳癌患者におけ
るその使用は、回避されるべきである。
【０２４７】
　重水素化パロキセチンは、閉経後一過性熱感およびタモキシフェン誘導性一過性熱感の
処置について現在開発されている。
【０２４８】
　目的：この研究の目的は、パロキセチンと比較して、ヒトｃＤＮＡ発現ＣＹＰ２Ｄ６を
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使用してエンドキシフェンの形成を阻害するために、重水素化パロキセチン、（３Ｓ，４
Ｒ）－３－（（２，２－ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イルオキシ）
メチル）－４－（４－フルオロフェニル）ピペリジン（ＨＣｌ塩、半水和物）の可能性を
決定することであった。上記重水素化パロキセチン、（３Ｓ，４Ｒ）－３－（（２，２－
ｄ２－ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イルオキシ）メチル）－４－（４－フ
ルオロフェニル）ピペリジン（ＨＣｌ塩、半水和物）を、以下の実施例および図面におい
て「試験化合物Ａ」といわれる。
【０２４９】
　タモキシフェン（ＴＡＭ）（エストロゲンレセプターのアンタゴニスト）は、ＣＹＰ３
Ａ４によってＮ－デスメチルＴＡＭへ代謝され、これは、続いて、ＣＹＰ２Ｄ６によって
エンドキシフェンへとヒドロキシル化される（スキーム９）。エンドキシフェンは、ＴＡ
Ｍより３０～１００倍高い活性を有する活性代謝産物であり、これは、ヒトにおける主要
な循環代謝産物である。
【０２５０】
　スキーム９．　ＣＹＰ２Ｄ６による、Ｎ－デスメチルタモキシフェンの、エンドキシフ
ェンへの代謝
【０２５１】
【化３１】

　方法：試験化合物Ａを、ＮＡＤＰＨの存在下で、２０分間にわたって種々の濃度でヒト
ｃＤＮＡ発現ＣＹＰ２Ｄ６（５００ｐｍｏｌ／ｍＬ）とともにプレインキュベートした。
その後、上記反応混合物のアリコートを、ＮＡＤＰＨを含む緩衝液中で１：１０希釈した
。次いで、Ｎ－デスメチルＴＡＭ（５０μＭ）を上記希釈したプレインキュベーション混
合物に添加した。インキュベーションの４５分後に、エンドキシフェン濃度をＬＣ－ＭＳ
／ＭＳによって決定した。パロキセチン（参照化合物）との同様のインキュベーションを
並行して行った。
【０２５２】
　結果：試験した試験化合物Ａ濃度の範囲（０～２５μＭ）にわたるＮ－デスメチルタモ
キシフェンから、エンドキシフェンの形成における変化はほとんど～全くなかった。逆に
、パロキセチンの濃度が５μＭを超える場合、エンドキシフェン形成の速度は、劇的に低
下した（図１）。最高濃度（２５μＭ）において、パロキセチンの存在下よりも、試験化
合物Ａの存在下で生成されたエンドキシフェンが、１２倍より高かった。これら結果は、
重水素化パロキセチン（試験化合物Ａ）が、低ＣＹＰ２Ｄ６機構ベースの不活性因子であ
り、その後、大きく低下した薬物－薬物相互作用可能性を有することを確認する。
【０２５３】
　結論：ヒトにおける試験化合物Ａの最大血漿濃度は、血管運動症状（ＶＭＳ）に関して
、３０ｎＭより高いとは予測されない。この研究において、試験化合物Ａは、Ｎ－デスメ
チルタモキシフェンの、エンドキシフェンへの代謝に対してほとんどもしくは全く効果が
なく、従って、試験化合物Ａは、タモキシフェンと同時投与した場合に、臨床的に関連す
る薬物－薬物相互作用を引き起こすとは予測されない。
【０２５４】
　（実施例１３．　試験化合物Ａによるヒト肝臓ミクロソーム中のＣＹＰ２Ｄ６の不活性
化）
　目的：この研究の目的は、試験化合物Ａがヒト肝臓ミクロソームにおけるＣＹＰ２Ｄ６
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を不活性化する可能性を評価することであった：パロキセチンとの比較。
【０２５５】
　方法：この研究は、Ｂｅｒｔｅｌｓｅｎらによって確立された手順に従って、パロキセ
チンに対して行った。Ｂｅｒｔｅｌｓｅｎ　ＫＭ，Ｖｅｎｋａｔａｋｒｉｓｈｎａｎ　Ｋ
，ｖｏｎ　Ｍｏｌｔｋｅ　ＬＬ，Ｏｂａｃｈ　Ｓ，Ｇｒｅｅｎｂｌａｔｔ，ＤＪ．　Ａｐ
ｐａｒｅｎｔ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ－ｂａｓｅｄ　ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｕｍ
ａｎ　ＣＹＰ２Ｄ６　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｂｙ　Ｐａｒｏｘｅｔｉｎｅ：　　ｃｏｍｐａ
ｒｉｓｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｆｌｕｏｘｅｔｉｎｅ）　ａｎｄ　ｑｕｉｎｉｄｉｎｅ．　　Ｄ
ｒｕｇ　Ｍｅｔ　Ｄｉｓｐ　２００３；３１：２８９－２９３を参照のこと。簡潔には、
上記試験物品を、ヒト肝臓ミクロソームとともに種々の時間にわたってプレインキュベー
トし、続いて、デキストロメトルファン（ＣＹＰ２Ｄ６基質）を添加した。デキストロル
ファン（デキストロメトルファンのＣＹＰ２Ｄ６特異的代謝産物）の形成を、ＣＹＰ２Ｄ
６活性の尺度としてモニターした。
【０２５６】
　結果：以前に示されたように、パロキセチン（参照化合物）は、ＣＹＰ２Ｄ６の濃度依
存性および時間依存性の阻害を生じた。これを、コントロールに対するデキストロルファ
ン形成のパーセンテージとして表した（図２）。重水素化は、この効果を顕著に低下させ
るようである。なぜなら、試験化合物ＡについてのＣＹＰ２Ｄ６活性は、０～１０μＭ濃
度範囲において、コントロールのものと同様のままであったからである。ＣＹＰ２Ｄ６の
いくらかの阻害は、試験化合物Ａの濃度が２５μＭに近づくにつれて起こった。これら結
果を、パロキセチン誘導性ＣＹＰ２Ｄ６不活性化についてのＫＩおよびｋＩＮＡＣＴの決
定によって確認した（図３）。パロキセチンは、それぞれ、１．９６μＭおよび０．０８
分－１のＫＩ値およびｋＩＮＡＣＴ値を有するＣＹＰ２Ｄ６の顕著な不活性化を示したの
に対して、ＣＹＰ２Ｄ６の中程度の阻害に起因して、試験化合物ＡのｋＩＮＡＣＴは、計
算できなかった。
【０２５７】
　結論：試験化合物Ａは、１０μＭまでの濃度においてＣＹＰ２Ｄ６の機構ベースの不活
性化を示さない。
【０２５８】
　（実施例１４．　ラットおよびヒト肝臓ミクロソーム調製物における重水素化パロキセ
チン（試験化合物Ａ）の代謝的安定性）
　目的：この研究の目的は、ラットおよびヒト肝臓ミクロソームにおける試験化合物Ａの
インビトロ代謝クリアランスを評価することであった：パロキセチンとの比較。
【０２５９】
　方法：試験化合物Ａを、１μＭの濃度において、Ｏｂａｃｈらによって記載されるイン
ビトロｔ１／２法によって見かけの代謝安定性について評価した。Ｏｂａｃｈ　ＲＳ，Ｂ
ａｘｔｅｒ　ＪＧ，Ｌｉｓｔｏｎ　ＴＥ，Ｓｉｌｂｅｒ　ＢＭ，Ｊｏｎｅｓ　ＢＣ，Ｍａ
ｃＩｎｔｙｒｅ　Ｆ，ら　Ｔｈｅ　ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｕｍａｎ　ｐｈａｒ
ｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｆｒｏｍ　ｐｒｅｃｌｉｎｉｃａｌ　
ａｎｄ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ　ｄａｔａ．　　ＪＰＥＴ　１９９７
；２８３：４６－５８を参照のこと。
【０２６０】
　結果：ラット、およびヒト肝臓ミクロソーム（０．５ｍｇ／ｍＬ）におけるインキュベ
ーションの後、３０分間のインキュベーションの最後に残っている試験化合物Ａの平均相
対量は、それぞれ、２５．５±４．３％および３７．２±３．９％（ｎ＝４）であった。
上記ｔ１／２値（ＬＮ（残っている親の％）　対　時間関係から計算した）は、ラットお
よびヒト肝臓ミクロソームにおいて、それぞれ、１５．５±１．６分および２０．９±２
．０分であった（図４および図５）。パロキセチンの代謝安定性をまた、同様に、並行し
て評価した。その対応するｔ１／２値を表１に示す。
【０２６１】
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【表１】

　結論：試験されたインビトロ条件下で、試験化合物Ａは、ラットおよびヒト肝臓ミクロ
ソーム調製物において代謝経路によって容易に除去された。上記試験化合物Ａのｔ１／２

値は、その対応するパロキセチンについての値より、ラットおよびヒト肝臓ミクロソーム
において、それぞれ約２４％および５７％低かった。これらデータは、試験化合物Ａが、
パロキセチンについて報告されたように、試験化合物Ａ自体のクリアランスを阻害しない
ことを示唆する。Ｂｅｒｔｅｌｓｅｎ　ＫＭ，Ｖｅｎｋａｔａｋｒｉｓｈｎａｎ　Ｋ，ｖ
ｏｎ　Ｍｏｌｔｋｅ　ＬＬ，Ｏｂａｃｈ　Ｓ，Ｇｒｅｅｎｂｌａｔｔ，ＤＪ．　Ａｐｐａ
ｒｅｎｔ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ－ｂａｓｅｄ　ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｕｍａｎ
　ＣＹＰ２Ｄ６　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｂｙ　Ｐａｒｏｘｅｔｉｎｅ：　　ｃｏｍｐａｒｉ
ｓｏｎ　ｗｉｔｈ　ｆｌｕｏｘｅｔｉｎｅ　ａｎｄ　ｑｕｉｎｉｄｉｎｅ．　　Ｄｒｕｇ
　Ｍｅｔ　Ｄｉｓｐ　２００３；３１：２８９－２９３；およびＨｅｙｄｏｒｎ　ＷＥ．
　　Ｐａｒｏｘｅｔｉｎｅ：　　ａ　ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　ｉｔｓ　ｐｈａｒｍａｃｏｌ
ｏｇｙ，　ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃｓ　ａｎｄ　ｕｔｉｌｉｔｙ　ｉｎ　ｔｈｅ
　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ａ　ｖａｒｉｅｔｙ　ｏｆ　ｐｓｙｃｈｉａｔｒｉｃ　ｄ
ｉｓｏｒｄｅｒｓ．　　Ｅｘｐ　Ｏｐｉｎ　Ｉｎｖｅｓｔ　Ｄｒｕｇｓ　１９９９；８（
４）：４１７－４４１を参照のこと。ヒト肝臓ミクロソーム調製物におけるパロキセチン
のｔ１／２値において認められた大きな変動性は、それ自体の代謝の不活性化に起因する
ようである。
【０２６２】
　本発明は、具体的に示されかつその好ましい実施形態を参照しながら記載されてきたが
、形態および詳細において種々の変更が、添付の特許請求の範囲によって包含される発明
の範囲から逸脱することなくなされ得ることは、当業者によって理解されるべきである。
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