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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式

（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4は同一または異なって、それぞれ水素またはアシルを示す。
）により表される２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物、その製薬上許容しうる
酸付加塩またはそれらの水和物。
【請求項２】
２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニル）エチル
）プロパン－１，３－ジオールである請求の範囲１に記載の２－アミノプロパン－１，３
－ジオール化合物、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物。
【請求項３】
請求の範囲１または２に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物、その製薬
上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物からなる医薬。
【請求項４】
請求の範囲１または２に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物、その製薬
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上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物を有効成分として含有する免疫抑制剤。
【請求項５】
請求の範囲１または２に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物、その製薬
上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物を有効成分として含有する拒絶反応抑制剤。
【請求項６】
請求の範囲１または２に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物、その製薬
上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物を有効成分として含有する移植片対宿主病の
予防または治療剤。
【請求項７】
請求の範囲１または２に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物、その製薬
上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物を有効成分として含有する自己免疫疾患また
はアレルギー疾患の予防または治療剤。
【請求項８】
請求の範囲１または２に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物、その製薬
上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物および製薬上許容しうる担体を含有する医薬
組成物。
【請求項９】
２－アミノ－２－（２－（４－（１－ヒドロキシ－５－フェニルペンチル）フェニル）エ
チル）プロパン－１，３－ジオール、そのアミノ基および／または水酸基が保護された化
合物またはそれらの塩。
【請求項１０】
２－アミノ－２－（２－（４－ホルミルフェニル）エチル）プロパン－１，３－ジオール
、そのアミノ基および／または水酸基が保護された化合物またはそれらの塩。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は医薬、とりわけ免疫抑制剤として有用な２－アミノプロパン－１，３－ジオール
化合物、その医薬としての用途およびその合成中間体に関する。
発明の背景
国際公開ＷＯ９４／０８９４３号公報には、臓器または骨髄移植における拒絶反応の抑制
剤として、また乾癬、ベーチェット病などの様々な自己免疫疾患およびリウマチ疾患の治
療薬として有用な２－アミノ－２－（２－（４－オクチルフェニル）エチル）プロパン－
１，３－ジオール・塩酸塩を含む２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物が、さら
に、国際公開ＷＯ９６／０６０６８号公報には、臓器または骨髄移植における拒絶反応の
抑制剤として、また乾癬、ベーチェット病などの様々な自己免疫疾患およびリウマチ疾患
の治療薬として有用なベンゼン化合物がそれぞれ開示されている。
一方、ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー（J. Org. Chem）、第25巻、2057
～2059頁（1960年）には、２－メチルアミノ－２－（フェニルメチルまたは２－メチル、
３－メチル、４－メチル、４－メトキシもしくは４－ヒドロキシにより置換されたフェニ
ルメチル）プロパン－１，３－ジオールが記載されている。また、米国特許第３６６０４
８８号明細書には、２－アミノ－２－（ｐ－クロロベンジル）プロパン－１，３－ジオー
ルが抗放射線剤として記載されている。
本発明は、臓器または骨髄移植における拒絶反応の抑制剤として、また、アトピー性皮膚
炎、乾癬、関節リウマチ、ベーチェット病などの自己免疫疾患の治療薬として、さらに有
効かつ安全性の高い化合物および当該化合物からなる医薬、ならびに当該化合物の合成上
の鍵となる化合物を提供することにある。
本発明者らは上記課題を解決することを目的として鋭意検討した結果、国際公開ＷＯ９４
／０８９４３号公報の一般式
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により表される２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物の置換基Ｒにおいて、炭素
鎖中にｐ－フェニレン基および炭素鎖端にフェニル基が置換し、かつ該ｐ－フェニレン基
およびフェニル基に挟まれた炭素鎖において、ｐ－フェニレン基のα位の炭素がカルボニ
ル基で置換された化合物（これら化合物は当該公報には具体的に開示されていない）が、
毒性が少なく安全性の高い優れた免疫抑制作用を有することを見い出し、本発明を完成す
るに至った。
発明の開示
すなわち、本発明は、
（1）　一般式

（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4は同一または異なって、それぞれ水素またはアシルを示す。
）により表される２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物（以下、化合物（Ｉ）と
称することもある）、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物、
（2）　２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニル
）エチル）プロパン－１，３－ジオール（以下、化合物（Ｉ－ａ）と称することもある）
である前記（１）に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物、その製薬上許
容しうる酸付加塩またはそれらの水和物、
（3）　前記（１）または（２）に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物
、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物からなる医薬、
（4）　前記（１）または（２）に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物
、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物を有効成分として含有する免疫抑
制剤、
（5）　前記（１）または（２）に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物
、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物を有効成分として含有する拒絶反
応抑制剤、
（6）　前記（１）または（２）に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物
、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物を有効成分として含有する移植片
対宿主病の予防または治療剤、
（7）　前記（１）または（２）に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物
、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物を有効成分として含有する自己免
疫疾患またはアレルギー疾患の予防または治療剤、
（8）　前記（１）または（２）に記載の２－アミノプロパン－１，３－ジオール化合物
、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物および製薬上許容しうる担体を含
有する医薬組成物、
（9）　２－アミノ－２－（２－（４－（１－ヒドロキシ－５－フェニルペンチル）フェ
ニル）エチル）プロパン－１，３－ジオール（以下、化合物（ＩＩ）と称することもある
）、そのアミノ基および／または水酸基が保護された化合物またはそれらの塩、および
（10）　２－アミノ－２－（２－（４－ホルミルフェニル）エチル）プロパン－１，３－
ジオール（以下、化合物Ａと称することもある）、そのアミノ基および／または水酸基が
保護された化合物またはそれらの塩に関する。
本発明化合物（Ｉ）は、式
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（式中、各記号は前記と同義である。）で表わされるように、２－アミノプロパン－１，
３－ジオール骨格の２位の炭素鎖において、当該炭素鎖中にｐ－フェニレン基および炭素
鎖端にフェニル基が置換し、かつ該ｐ－フェニレン基およびフェニル基に挟まれた炭素鎖
において、ｐ－フェニレン基のα位の炭素がカルボニル基で置換されていることに構造的
な特徴があり、この構造的な特徴によって本発明化合物は毒性が少なく安全性の高い優れ
た免疫抑制作用を示す。また、本発明の化合物（ＩＩ）は、式

により表わされ、本発明の化合物Ａは、式

により表される。
本明細書における各記号で表される基について、以下に説明する。
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4におけるアシルとは、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル
、イソブチリル、ペンタノイル、ヘキサノイル等の炭素数１～６個の直鎖または分枝鎖状
のアルカノイル；フェニルアセチル、フェニルプロピオニル等のフェニルで置換された炭
素数２～６個の直鎖または分枝鎖状のアルカノイル；ベンゾイル等のアロイル；メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、プロポキシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、
ブトキシカルボニル、イソブトキシカルボニル、第３級ブトキシカルボニル、ペンチルオ
キシカルボニル、イソペンチルオキシカルボニル、第３級ペンチルオキシカルボニル、ヘ
キシルオキシカルボニル等のアルコキシ部が炭素数１～６個の直鎖または分枝鎖状である
アルコキシカルボニル；ベンジルオキシカルボニル等のアラルキルオキシカルボニル等を
示す。
本発明化合物（Ｉ）の製薬上許容しうる酸付加塩としては、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水
素酸、硫酸、硝酸、リン酸などの無機酸塩、または、酢酸、マレイン酸、フマル酸、安息
香酸、クエン酸、コハク酸、酒石酸、リンゴ酸、マンデル酸、メタンスルホン酸、ベンゼ
ンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、１０－カンファースルホン酸などの有機酸塩な
どがあげられる。なお、本発明化合物は結晶化する目的でシュウ酸との塩にすることもで
きる。また、化合物（ＩＩ）の塩および化合物Ａの塩としても上記と同様の酸付加塩があ
げられる。
木発明化合物（Ｉ）の水和物としては、１水和物、１／２水和物、１／５水和物、２水和
物、３／２水和物などがあげられ、その他の溶媒和物なども本発明に包含される。
本発明化合物の合成中間体として有用な化合物（ＩＩ）および化合物Ａのアミノ基の保護
基としては、ホルミル、アセチル、プロピオニル、クロロアセチル、ジクロロアセチル、
トリクロロアセチル、トリフルオロアセチル、メタンスルホニル、エタンスルホニルなど
の脂肪族アシル、フタロイル、ベンゾイル、ｐ－ニトロベンゾイル、ｐ－第３級ブチルベ
ンゾイル、ｐ－第３級ブチルベンゼンスルホニル、ベンゼンスルホニル、トルエンスルホ
ニルなどの芳香族アシル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、イソプロポキシカ
ルボニル、第３級ブトキシカルボニル、２－シアノエトキシカルボニル、２，２，２－ト
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リクロロエトキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル、ｐ－ニトロベンジルオキシカ
ルボニル、ｐ－メトキシベンジルオキシカルボニル、ｐ－クロロベンジルオキシカルボニ
ル、ジフェニルメトキシカルボニル、メトキシメチルオキシカルボニル、アセチルメチル
オキシカルボニル、フェニルオキシカルボニル、メチルスルホニルエチルオキシカルボニ
ル、２－トリメチルシリルエトキシカルボニルなどのカーボネート、トリチル、ジもしく
はトリアルキルシリル、ベンジル、ｐ－ニトロベンジルなどのアシル以外のアミノ保護基
があげられる。
本発明化合物の合成中間体として有用な化合物（ＩＩ）および化合物Ａの水酸基の保護基
としては、メチル、エチル、プロピル、ブチル、第３級ブチル、ペンチル、ヘキシル、メ
トキシメチル、メトキシエトキシメチルなどの置換していてもよい低級アルキル；アリル
；ベンジル、ｐ－メトキシベンジル、トリフェニルメチル、トリス（ｐ－メトキシフェニ
ル）メチルなどの置換していてもよいアラルキル；トリメチルシリル、トリエチルシリル
、第３級ブチルジメチルシリル、トリ第３級ブチルシリル、メチルジフェニルシリル、エ
チルジフェニルシリル、プロピルジフェニルシリル、第３級ブチルジフェニルシリルなど
のトリ置換シリル；テトラヒドロピラニル、テトラヒドロ－２－チオピラニル、２－チオ
ラニル；カルボン酸およびスルホン酸から誘導される脂肪族アシル、芳香族アシルおよび
芳香族基で置換された脂肪族アシルのようなアシルなどがあげられる。
脂肪族アシルとしては、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、バレリル、ピバ
ロイル、カルボキシアセチル、カルボキシプロピオニル、トリフルオロアセチル、クロロ
アセチル、メトキシアセチル、フェノキシアセチルなどの低級アルカノイル；メトキシカ
ルボニル、エトキシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、第３級ブトキシカルボニル
、２，２，２－トリクロロエトキシカルボニル、２，２，２－トリブロモエトキシカルボ
ニル、ｐ－ニトロフェノキシカルボニルなどのカーボネート；メタンスルホニル、エタン
スルホニルなどのスルホニルなどがあげられる。
芳香族アシルとしては、ベンゾイル、トルオイル、ナフトイル、ニトロベンゾイル、ジニ
トロベンゾイルなどアロイル、ベンゼンスルホニル、トルエンスルホニル、ナフタレンス
ルホニル、フルオロベンゼンスルホニル、クロロベンゼンスルホニル、ブロモベンゼンス
ルホニル、ヨードベンゼンスルホニルなどのスルホニルなどがあげられる。芳香族基で置
換された脂肪族アシルとしては、フェニルアセチル、フェニルプロピオニル、フェニルブ
チリルなどのアリールアルカノイルなどがあげられる。
さらに、２つの水酸基が一緒になって、メチレンアセタール、エチリデンアセタール、イ
ソプロピリデンアセタール、ベンジリデンアセタール、アニシリデンアセタール、２，４
－ジメトキシベンジリデンアセタールなどの環状アセタールを形成してもよい。また、水
酸基とアミノ基が一緒になって、オキサゾリジン、オキサジンなどを形成してもよい。
なお、本発明においては、化合物（Ｉ）もこれら保護基によってアミノ基および／または
水酸基が保護されていてもよい。これらは化合物（Ｉ）の合成前駆体として使用すること
ができ、また、場合によっては、それ自体医薬としても使用することができる。
本発明の化合物（Ｉ）は、たとえば以下の方法により製造することができる。
（Ａ法）
化合物（Ｉ）において、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4が水素である化合物（Ｉ－ａ）は以下の方法
により製造される。すなわち、化合物Ａのアミノ基および／または水酸基が保護された化
合物を、一般式（ＩＩＩ）

（式中、Ｍは有機合成化学の分野で広く用いられる金属、例えばリチウム、マグネシウム
クロリド、マグネシウムブロミド、マグネシウムヨード、銅、リチウム銅、ニッケルを示
す。）により表される化合物（以下、化合物（ＩＩＩ）という）と反応させ、さらに、必
要に応じて保護基を除去することにより、化合物（ＩＩ）
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またはそのアミノ基および／または水酸基が保護された化合物とした後、適当な酸化剤を
用いてフェニレン基のα位の水酸基を酸化し、さらに必要に応じて保護基を除去すること
により、化合物（Ｉ－ａ）を製造することができる。
化合物（ＩＩＩ）との反応に用いられる有機溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン、
ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジメチルホルムアミド、ジメ
チルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、塩化メチレン、クロロ
ホルム、ジクロロエタン、アセトニトリルがあげられる。
本反応の反応温度は、通常－１００～８０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ以
下の温度を選択することができる。
本反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上ま
たはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機合成
化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イオン
交換樹脂を用いる方法により化合物（ＩＩ）を精製することができる。
化合物（ＩＩ）の酸化反応で用いられる酸化剤としては、クロム酸－硫酸、酸化クロム（
ＶＩ）－硫酸－アセトン（ジョーンズ（Jones）試薬）、酸化クロム（ＶＩ）－ピリジン
錯体（コリンズ（Collins）試薬）、二クロム酸塩（二クロム酸ナトリウム、二クロム酸
カリウムなど）－硫酸、クロロクロム酸ピリジニウム（PCC）、二酸化マンガン、ジメチ
ルスルホキシド－親電子活性化試薬（ジシクロヘキシルカルボジイミド、無水酢酸、五酸
化リン、三酸化硫黄－ピリジン錯体、無水トリフルオロ酢酸、塩化オキサリル、ハロゲン
）、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カリウム、亜臭素酸ナトリウム、Ｎ－ブロモスク
シンイミド、Ｎ－クロロスクシンイミド、Ｎ－ブロモアセトアミド、２，３－ジクロロ－
５，６－ジシアノ－ｐ－ベンゾキノン、テトラクロロ－ｐ－ベンゾキノン、テトラクロロ
－ｏ－ベンゾキノン、硝酸、四酸化二窒素、無水ベンゼンセレニン酸、四酸化ルテニウム
、二酸化ルテニウム－過ヨウ素酸ナトリウム、ビスクロロビス（トリフェニルホスフィン
）ルテニウム－ヨードシルベンゼン、ビスマス酸ナトリウムなどがあげられる。
本反応に用いられる溶媒としては、水、酢酸、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、
ジオキサン、アセトン、第３級ブチルアルコール、塩化メチレン、クロロホルム、ヘキサ
ン、ベンゼン、トルエンまたはそれらの混合物などがあげられる。
本反応の反応温度は、通常０～１００℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ以下の
温度を選択することができる。
本反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上ま
たはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機合成
化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イオン
交換樹脂を用いる方法により化合物（Ｉ－ａ）を精製することができる。
（Ｂ法）
化合物（Ｉ）において、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4がアシルである化合物は以下の方法により製
造される。すなわち、化合物（Ｉ－ａ）を必要に応じて保護した後、アシルハライドと塩
基の存在下で反応させた後、必要に応じて保護基を除去することにより、対応するアミノ
基および／または水酸基がアシル化された化合物を製造することができる。なお、本方法
において、化合物（Ｉ－ａ）の代りに化合物（ＩＩ）を用いて同様に反応処理することに
より、化合物（ＩＩ）のアミノ基および／または水酸基がアシル化された化合物を製造す
ることもできる。また、化合物（Ｉ）において、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4がアシルである化合
物を酸または塩基と処理することにより化合物（Ｉ－ａ）を製造することができる。
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本発明化合物（Ｉ）の合成中間体として有用な化合物Ａは以下の方法により製造すること
ができる。
（Ｃ法）
一般式（ＩＶ）

（式中、Ｌｖは有機合成化学の分野で広く用いられる脱離基、例えばハロゲン（フッ素、
塩素、臭素、ヨウ素）、メタンスルホニルオキシ、ｐ－トルエンスルホニルオキシ、トリ
フルオロメタンスルホニルオキシを示す。〕で表される化合物〔以下、化合物（ＩＶ）と
いう〕に、一般式（Ｖ）

〔式中、Ｒ5は低級アルキル（メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第３
級ブチル等）またはアラルキル（ベンジル、ニトロベンジル、メトキシベンジル、メチル
ベンジル等）を示し、Ｒ6は有機合成化学の分野で広く用いられるアミノの保護基、例え
ばアセチル、ベンゾイル、第３級ブトキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニルを示す
。さらに式中、分子内の２つのＲ5は一緒になってジオキサン等の環を形成してもよい。
また、分子内のＲ5とＲ6は一緒になってオキサゾリジンやオキサジン等の環を形成しても
よい。〕で表される化合物〔以下、化合物（Ｖ）という〕を塩基の存在下縮合し、一般式
（ＶＩ）

（式中、Ｒ5、Ｒ6は前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＶＩ）とい
う〕とした後、エステルを適当な還元剤で還元し、また必要に応じて保護基の着脱を行う
ことにより、一般式（ＶＩＩ）

（式中、Ｒ7は有機合成化学の分野で広く用いられる水酸基の保護基、例えばアセチル、
ベンゾイル、ベンジル、トリメチルシリル、第３級ブチルジメチルシリル、メトキシメチ
ル、メトキシエトキシメチル、テトラヒドロピラニルを示し、Ｒ6は前記と同義である。
）により表される化合物（以下、化合物（ＶＩＩ）という）とした後、ジクロロメチルメ
チルエーテルとルイス酸の存在下で反応させた後、さらに必要に応じて保護基の着脱を行
うことにより、化合物ＡまたはそのＮ－および／またはＯ－保護体を製造することができ
る。
縮合反応に用いられる塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、
ナトリウムエトキシド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、リチウムジイソプロピルア
ミド、ブチルリチウム、リチウムヘキサメチルジシラザン、トリエチルアミン、ジイソプ
ロピルエチルアミン、１，８－ジアザビシクロ〔５．４．０〕ウンデカ－７－エンがあげ
られる。
縮合反応に用いられる有機溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、第３級ブチル
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アルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー
テル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、キシレン、
ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニトリルがあげられ
る。
縮合反応の反応温度は、通常－２０～１５０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ
以下の温度を選択することができる。
縮合反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上
またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により縮合反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＶＩ）を精製することができる。
エステルの還元反応に用いられる還元剤としては、例えば水素化ホウ素ナトリウム、水素
化ホウ素リチウム、水素化アルミニウムリチウム等の金属還元試薬、ジボランがあげられ
る。
エステルの還元反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、１
－プロパノール、２－プロパノール、第３級ブチルアルコール、テトラヒドロフラン、ジ
オキサン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテルまたはそれらの混合
物があげられる。
エステルの還元反応の反応温度は、通常－２０～８０℃であり、必要に応じてこれ以上ま
たはこれ以下の温度を選択することができる。
エステルの還元反応の反応時間は、通常３０分間から１０時間の範囲であるが、必要に応
じてこれ以上またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により還元反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により目的物を精製することができる。
ジクロロメチルメチルエーテルとの反応に用いられるルイス酸としては、たとえば、塩化
アルミニウム、四塩化チタン、四塩化スズ、塩化アンチモン（Ｖ）、塩化鉄（ＩＩＩ）、
三フッ化ホウ素、塩化ビスマス（ＩＩＩ）、塩化亜鉛、塩化水銀（ＩＩ）等があげられる
。
ジクロロメチルメチルエーテルとの反応に用いられる有機溶媒としては、テトラヒドロフ
ラン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジメチルホルムアミド
、ジメチルスルホキシド、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニトリ
ル、ニトロメタン、二硫化炭素などがあげられる。また、必要に応じて無溶媒で行っても
よい。
ジクロロメチルメチルエーテルとの反応の反応温度は通常、－２０～０℃であり、必要に
応じてこれ以上またはこれ以下の温度を選択することができる。
ジクロロメチルメチルエーテルとの反応の反応時間は通常、３０分～２４時間であり、必
要に応じてこれ以上またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件によりジクロロメチルメチルエーテルとの反応を行った後、または必要に応
じて保護基を除去した後、有機合成化学の分野における公知の方法、たとえば、溶媒抽出
、再結晶、クロマトグラフィー、イオン交換樹脂を用いる方法により目的物を製造するこ
とができる。
なお、化合物（ＶＩＩ）から化合物Ａを合成する他の方法としては、（１）Ｎ，Ｎ－ジメ
チルホルムアミド、Ｎ－メチルホルムアニリド、Ｎ－ホルミルモルホリンまたはＮ，Ｎ－
ジイソプロピルホルムアミド、および塩化ホスホリル、ホスゲン、塩化オキサリル、塩化
チオニル、トリフェニルホスフィン・臭素またはヘキサクロロトリホスファザトリエンな
どのハロゲン化試薬を用いてビルスマイヤー（Vilsmeier）反応を行った後、加水分解す
る方法、（２）酸触媒（酢酸、トリフェニル酢酸など）の存在下、ヘキサメチレンテトラ
ミンと反応させた後、加水分解する方法（Duff法）、（３）塩化アルミニウム存在下で、
必要により塩化銅（Ｉ）を助触媒として、一酸化炭素と塩化水素の組み合わせ、またはギ
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方法（Gattermann-Koch法）、、（４）乾燥シアン化水素および塩酸と反応させる方法（G
attermann法）などがあげられる。
（Ｄ法）
（Ｃ法）において、化合物（ＩＶ）の代わりに一般式（ＶＩＩＩ）

（式中、Ｈａｌは塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲンを示し、Ｌｖは前記と同義である。
）により表される化合物（以下、化合物（ＶＩＩＩ）という）を用いて得られる一般式（
ＩＸ）

（式中、Ｒ6、Ｒ7、Ｈａｌは前記と同義である。）により表される化合物（以下、化合物
（ＩＸ）という）をマグネシウム存在下、ホルミル化剤と反応させた後、加水分解し、さ
らに必要に応じて保護基を除去することにより化合物ＡまたはそのＮ－および／またはＯ
－保護体を製造することができる。
本反応に用いられるホルミル化剤としては、ギ酸エステル類（オルトギ酸メチル、オルト
ギ酸エチル、ギ酸エチルまたはギ酸リチウムなど）またはホルムアミド類（Ｎ－メチルホ
ルムアニリド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチル－Ｎ－（２－ピリジル）ホル
ムアミド、１－ホルミルピペリジン、４－ホルミルモルホリン、またはオルトギ酸エチル
とアニリンから製造されるエトキシメチレンアニリンなど）、フルオロホルムアルデヒド
（FCHO）、無水ギ酸（（HCO）2O）、無水酢酸ギ酸（HCOOCOCH3）などがあげられる。
本反応に用いられる有機溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、
エチレングリコールジメチルエーテル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、
ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエ
タン、アセトニトリルがあげられる。
本反応の反応温度は、通常－１００～８０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ以
下の温度を選択することができる。
本反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上ま
たはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機合成
化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イオン
交換樹脂を用いる方法により化合物Ａを精製することができる。
（Ｅ法）
一般式（Ｘ）

（式中、Ｙはホルミル基、或いは保護されたホルミル等価体、例えば、ジメトキシメチル
基、ジエトキシメチル基、エチレンジオキシメチル基、プロピレンジオキシメチル基、エ
チレンジチオメチル基、プロピレンジチオメチル基を示し、Ｌｖは前記と同義である。）
により表される化合物（以下、化合物（Ｘ）という）に、一般式（ＸＩ）
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）という〕を塩基の存在下縮合し、一般式（ＸＩＩ）

（式中、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｙは前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（
ＸＩＩ）という〕とした後、エステルを適当な還元剤で還元し、さらに必要に応じて保護
基の着脱を行うことにより化合物ＡまたはそのＮ－および／またはＯ－保護体を製造する
ことができる。
縮合反応に用いられる塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、
ナトリウムエトキシド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、リチウムジイソプロピルア
ミド、ブチルリチウム、リチウムヘキサメチルジシラザン、トリエチルアミン、ジイソプ
ロピルエチルアミン、１，８－ジアザビシクロ〔５．４．０〕ウンデカ－７－エンがあげ
られる。
縮合反応に用いられる有機溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、第３級ブチル
アルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー
テル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、キシレン、
ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニトリルがあげられ
る。
縮合反応の反応温度は、通常－２０～１５０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ
以下の温度を選択することができる。
縮合反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上
またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により縮合反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＸＩＩ）を精製することができる。
エステルの還元反応に用いられる還元剤としては、例えば水素化ホウ素ナトリウム、水素
化ホウ素リチウム、水素化アルミニウムリチウム等の金属還元試薬、ジボランがあげられ
る。
エステルの還元反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、１
－プロパノール、２－プロパノール、第３級ブチルアルコール、テトラヒドロフラン、ジ
オキサン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテルまたはそれらの混合
物があげられる。
エステルの還元反応の反応温度は、通常－２０～８０℃であり、必要に応じてこれ以上ま
たはこれ以下の温度を選択することができる。
エステルの還元反応の反応時間は、通常３０分間から１０時間の範囲であるが、必要に応
じてこれ以上またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により還元反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により目的物を精製することができる。
（Ｆ法）
化合物（Ｘ）に、一般式（ＸＩＩＩ）
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（式中、Ｒ5は前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＸＩＩＩ）とい
う〕を塩基の存在下縮合し、一般式（ＸＩＶ）

（式中、Ｒ5、Ｙは前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＸＩＶ）と
いう〕とした後、エステルおよびアジドを適当な還元剤で還元し、さらに必要に応じて保
護基の着脱を行うことにより化合物ＡまたはそのＮ－および／またはＯ－保護体を製造す
ることができる。
縮合反応に用いられる塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、
ナトリウムエトキシド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、リチウムジイソプロピルア
ミド、ブチルリチウム、リチウムヘキサメチルジシラザン、トリエチルアミン、ジイソプ
ロピルエチルアミン、１，８－ジアザビシクロ〔５．４．０〕ウンデカ－７－エンがあげ
られる。
縮合反応に用いられる有機溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、第３級ブチル
アルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー
テル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、キシレン、
ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニトリルがあげられ
る。
縮合反応の反応温度は、通常－２０～１５０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ
以下の温度を選択することができる。
縮合反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上
またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により縮合反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＸＩＶ）を精製することができる。
エステルの還元反応に用いられる還元剤としては、例えば水素化ホウ素ナトリウム、水素
化ホウ素リチウム、水素化アルミニウムリチウム等の金属還元試薬、ジボランがあげられ
る。
エステルの還元反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、１
－プロパノール、２－プロパノール、第３級ブチルアルコール、テトラヒドロフラン、ジ
オキサン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテルまたはそれらの混合
物があげられる。
エステルの還元反応の反応温度は、通常－２０～８０℃であり、必要に応じてこれ以上ま
たはこれ以下の温度を選択することができる。
縮合反応の反応時間は、通常３０分間から１０時間の範囲であるが、必要に応じてこれ以
上またはこれ以下の時間を選択することができる。
アジドの還元反応に用いられる還元剤としては、例えば水素化ホウ素ナトリウム、水素化
ホウ素リチウム、水素化アルミニウムリチウム等の金属還元試薬、およびトリフェニルホ
スフィンがあげられる。遷移金属（パラジウム－炭素、酸化白金、ラネーニッケル、ロジ
ウム、ルテニウム等）を用いた接触還元も有効である。
アジドの還元反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、１－
プロパノール、２－プロパノール、第３級ブチルアルコール、テトラヒドロフラン、ジエ
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チルエーテル、ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル、アセトン、酢酸エチ
ル、酢酸、ベンゼン、トルエン、キシレン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシ
ドまたはそれらの混合物があげられる。
アジドの還元反応の反応温度は、通常－２０～８０℃であり、必要に応じてこれ以上また
はこれ以下の温度を選択することができる。
上記反応条件により還元反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により目的物を精製することができる。
（Ｇ法）
化合物（Ｘ）に、一般式（ＸＶ）

（式中、Ｒ7は有機合成化学の分野で広く用いられる水酸基の保護基、例えばアセチル、
ベンゾイル、ベンジル、トリメチルシリル、第３級ブチルジメチルシリル、メトキシメチ
ル、メトキシエトキシメチル、テトラヒドロピラニルを示す。さらに２つのＲ7が一緒に
なってジオキサン等の環を形成していてもよい。）で表される化合物〔以下、化合物（Ｘ
Ｖ）という〕を塩基の存在下縮合し、一般式（ＸＶＩ）

（式中、Ｒ7、Ｙは前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＸＶＩ）と
いう〕とした後、ニトロを適当な還元剤で還元し、さらに必要に応じて保護基の着脱を行
うことにより化合物ＡまたはそのＮ－および／またはＯ－保護体を製造することができる
。
縮合反応に用いられる塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、
ナトリウムエトキシド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、リチウムジイソプロピルア
ミド、ブチルリチウム、リチウムヘキサメチルジシラザン、トリエチルアミン、ジイソプ
ロピルエチルアミン、１，８－ジアザビシクロ〔５．４．０〕ウンデカ－７－エンがあげ
られる。
縮合反応に用いられる有機溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、第３級ブチル
アルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー
テル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、キシレン、
ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニトリルがあげられ
る。
縮合反応の反応温度は、通常－２０～１５０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ
以下の温度を選択することができる。
縮合反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上
またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により縮合反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＸＶＩ）を精製することができる。
ニトロの還元反応に用いられる還元剤としては、例えば水素化ホウ素ナトリウム、水素化
ホウ素リチウム、水素化アルミニウムリチウム等の金属還元試薬、遷移金属（バラジウム
－炭素、酸化白金、ラネーニッケル、ロジウム、ルテニウム等）を用いた接触還元、金属
（鉄、亜鉛、スズ等）による還元があげられる。
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ニトロの還元反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、第３
級ブチルアルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン、アセトン、
酢酸エチル、酢酸、ベンゼン、トルエン、キシレン、ジメチルホルムアミド、ジメチルス
ルホキシドまたはそれらの混合物があげられる。
ニトロの還元反応の反応温度は、通常－２０～８０℃であり、必要に応じてこれ以上また
はこれ以下の温度を選択することができる。
上記反応条件により還元反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により目的物を精製することができる。
（Ｈ法）
一般式（ＸＶＩＩ）

（式中、Ｍ、Ｙは前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＸＶＩＩ）と
いう〕を、一般式（ＸＶＩＩＩ）

（式中、Ｒ8は有機合成化学の分野で広く用いられるイミノの保護基、例えばアセチル、
ベンゾイル、第３級ブトキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニルを示し、Ｒ5は前記
と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＸＶＩＩＩ）という〕に求核付加さ
せ、一般式（ＶＩ－ａ）

（式中、Ｒ5、Ｒ8、Ｙは前記と同義である。）で表される化合物（ＶＩ－ａ）とした後、
エステルを適当な還元剤で還元し、さらに必要に応じて保護基の着脱を行うことにより化
合物ＡまたはそのＮ－および／またはＯ－保護体を製造することができる。
付加反応に用いられる有機溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン、ジエチルエーテル
、エチレングリコールジメチルエーテル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド
、ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロ
エタン、アセトニトリルがあげられる。
付加反応の反応温度は、通常－１００～８０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ
以下の温度を選択することができる。
付加反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上
またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により付加反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＶＩ－ａ）を精製することができる。
エステルの還元反応に用いられる還元剤としては、例えば水素化ホウ素ナトリウム、水素
化ホウ素リチウム、水素化アルミニウムリチウム等の金属還元試薬、ジボランがあげられ
る。
エステルの還元反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、１
－プロパノール、２－プロパノール、第３級ブチルアルコール、テトラヒドロフラン、ジ
オキサン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテルまたはそれらの混合
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物があげられる。
エステルの還元反応の反応温度は、通常－２０～８０℃であり、必要に応じてこれ以上ま
たはこれ以下の温度を選択することができる。
エステルの還元反応の反応時間は、通常３０分間から１０時間の範囲であるが、必要に応
じてこれ以上またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により還元反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により目的物を精製することができる。
（Ｉ法）化合物（ＸＶＩ）は次の方法でも製造することができる。
化合物（Ｘ）と一般式（ＸＩＸ）

（式中、Ｒ5は前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＸＩＸ）という
〕を塩基の存在下縮合することにより、一般式（ＸＸ）

（式中、Ｒ5、Ｙは前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＸＸ）とい
う〕とした後、ホルマリンと塩基の存在下縮合し、さらに必要に応じて水酸基を保護する
ことにより、一般式（ＸＸＩ）

（式中、Ｒ5、Ｒ7、Ｙは前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＸＸＩ
）という〕とした後、エステルを適当な還元剤で還元し、さらに必要に応じて水酸基を保
護することにより、化合物（ＸＶＩ）を製造することができる。
縮合反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、第３級ブチル
アルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー
テル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、キシレン、
ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニトリルがあげられ
る。
縮合反応に用いられる塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、
ナトリウムエトキシド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、トリエチルアミン、ジイソ
プロピルエチルアミン、１，８－ジアザビシクロ〔５．４．０〕ウンデカ－７－エンがあ
げられる。
縮合反応の反応温度は、通常－２０～１５０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ
以下の温度を選択することができる。
縮合反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上
またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により縮合反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＸＸ）を精製することができる。
ホルマリンとの縮合反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール
、第３級ブチルアルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、エチレングリコー
ルジメチルエーテル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエ
ン、キシレン、ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニト
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リルがあげられる。
縮合反応に用いられる塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、
ナトリウムエトキシド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、トリエチルアミン、ジイソ
プロピルエチルアミン、１，８－ジアザビシクロ〔５．４．０〕ウンデカ－７－エンがあ
げられる。
縮合反応の反応温度は、通常－２０～１５０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ
以下の温度を選択することができる。
縮合反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上
またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により縮合反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＸＸＩ）を精製することができる。
エステルの還元反応に用いられる還元剤としては、例えば水素化ホウ素ナトリウム、水素
化ホウ素リチウム、水素化アルミニウムリチウム等の金属還元試薬、ジボランがあげられ
る。
エステルの還元反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、１
－プロパノール、２－プロパノール、第３級ブチルアルコール、テトラヒドロフラン、ジ
オキサン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテルまたはそれらの混合
物があげられる。
エステルの還元反応の反応温度は、通常－２０～８０℃であり、必要に応じてこれ以上ま
たはこれ以下の温度を選択することができる。
エステルの還元反応の反応時間は、通常３０分間から１０時間の範囲であるが、必要に応
じてこれ以上またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により還元反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＸＶＩ）を精製することができる。
（Ｊ法）化合物（ＶＩ－ａ）は次の方法でも製造することができる。
一般式（ＸＸＩＩ）

（式中、Ｒ5は前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＸＸＩＩ）とい
う〕と化合物（Ｘ）を塩基の存在下縮合させ、一般式（ＸＸＩＩＩ）

（式中、Ｒ5、Ｙは前記と同義である。）で表される化合物〔以下、化合物（ＸＸＩＩＩ
）という〕とした後、一般式（ＸＸＩＶ）
Ｈ2Ｎ－Ｌｅ　　　　（ＸＸＩＶ）
（式中、Ｌｅは２，４－ジニトロフェノキシなどの脱離基を示す。）で表されるアミノ化
剤を塩基の存在下作用させ、さらに必要に応じて保護基の着脱を行うことにより製造する
ことができる。
縮合反応に用いられる塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、
ナトリウムエトキシド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、リチウムジイソプロピルア
ミド、ブチルリチウム、リチウムヘキサメチルジシラザン、トリエチルアミン、ジイソプ
ロピルエチルアミン、１，８－ジアザビシクロ〔５．４．０〕ウンデカ－７－エンがあげ
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られる。
縮合反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、第３級ブチル
アルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー
テル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、キシレン、
ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニトリルがあげられ
る。
縮合反応の反応温度は、通常－２０～１５０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ
以下の温度を選択することができる。
縮合反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上
またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により縮合反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＸＸＩＩＩ）を精製することができる。
アミノ化反応に用いられる塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシ
ド、ナトリウムエトキシド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、リチウムジイソプロピ
ルアミド、ブチルリチウム、リチウムヘキサメチルジシラザン、トリエチルアミン、ジイ
ソプロピルエチルアミン、１，８－ジアザビシクロ〔５．４．０〕ウンデカ－７－エンが
あげられる。
アミノ化反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、第３級ブ
チルアルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチル
エーテル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、キシレ
ン、ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニトリルがあげ
られる。
アミノ化反応の反応温度は、通常－２０～１５０℃であり、必要に応じてこれ以上または
これ以下の温度を選択することができる。
アミノ化反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ
以上またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件によりアミノ化反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、
有機合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー
、イオン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＶＩ－ａ）を精製することができる。
（Ｋ法）
（Ｅ法）から（Ｊ法）において、化合物（Ｘ）の代わりに化合物（ＩＶ）または化合物（
ＶＩＩＩ）を用いることにより、それぞれ化合物（ＶＩＩ）または化合物（ＩＸ）を製造
することができる。
（Ｌ法）
（Ｃ法）において、化合物（ＩＶ）の代わりに化合物（Ｘ）を用いることにより化合物（
ＶＩ－ａ）を製造することができる。
本発明の化合物（Ｉ－ａ）は以下の方法により製造することもできる。
（Ｍ法）
一般式（ＸＸＶ）

（式中、Ｌｖは前記と同義である。）により表される化合物（以下、化合物（ＸＸＶ）と
いう）をジクロロメチルメチルエーテルとルイス酸の存在下で反応させて一般式（ＸＸＶ
Ｉ）

（式中、Ｌｖは前記と同義である。）により表される化合物（以下、化合物（ＸＸＶＩ）
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という）とした後、化合物（ＩＩＩ）と反応させ、一般式（ＸＸＶＩＩ）

（式中、Ｌｖは前記と同義である。）により表される化合物（以下、化合物（ＸＸＶＩＩ
）という）とし、これを適当な酸化剤を用いて酸化することにより、一般式（ＸＸＶＩＩ
Ｉ）

（式中、Ｌｖは前記と同義である。）により表される化合物（以下、化合物（ＸＸＶＩＩ
Ｉ）という）とした後、化合物（Ｖ）と塩基の存在下で縮合させて一般式（ＸＸＩＸ）

（式中、Ｒ5、Ｒ6は前記と同義である。）により表される化合物（以下、化合物（ＸＸＩ
Ｘ）という）とし、化合物（ＸＸＩＸ）のカルボニル基を保護した後、還元剤にて還元す
ることにより、一般式（Ｉ－ｂ）

〔式中、Ｐ1、Ｐ2は有機合成化学の分野において通常用いられるカルボニル基の保護基、
たとえば、低級アルコキシ（メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキ
シなど）、またはＰ1、Ｐ2が一緒になってアルキレンジオキシ（エチレンジオキシなど）
を形成する基を示す。〕により表される化合物（以下、化合物（Ｉ－ｂ）という）または
そのアミノ基および／または水酸基が保護された化合物とした後、脱保護することにより
化合物（Ｉ－ａ）を製造することができる。
ジクロロメチルメチルエーテルとの反応に用いられるルイス酸としては、たとえば、塩化
アルミニウム、四塩化チタン、四塩化スズ、塩化アンチモン（Ｖ）、塩化鉄（ＩＩＩ）、
三フッ化ホウ素、塩化ビスマス（ＩＩＩ）、塩化亜鉛、塩化水銀（ＩＩ）等があげられる
。
ジクロロメチルメチルエーテルとの反応に用いられる有機溶媒としては、テトラヒドロフ
ラン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジメチルホルムアミド
、ジメチルスルホキシド、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニトリ
ル、ニトロメタン、二硫化炭素などがあげられる。また、必要に応じて無溶媒で行っても
よい。
ジクロロメチルメチルエーテルとの反応の反応温度は通常、－２０～０℃であり、必要に
応じてこれ以上またはこれ以下の温度を選択することができる。
ジクロロメチルメチルエーテルとの反応の反応時間は通常、３０分～２４時間であり、必
要に応じてこれ以上またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件によりジクロロメチルメチルエーテルとの反応を行った後、または必要に応
じて保護基を除去した後、有機合成化学の分野における公知の方法、たとえば、溶媒抽出
、再結晶、クロマトグラフィー、イオン交換樹脂を用いる方法により目的物を製造するこ
とができる。
化合物（ＩＩＩ）との反応に用いられる有機溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン、
ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジメチルホルムアミド、ジメ
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チルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、塩化メチレン、クロロ
ホルム、ジクロロエタン、アセトニトリルがあげられる。
本反応の反応温度は、通常－１００～８０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ以
下の温度を選択することができる。
本反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上ま
たはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機合成
化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イオン
交換樹脂を用いる方法により化合物（ＸＸＶＩＩ）を精製することができる。
化合物（ＸＸＶＩＩ）の酸化反応で用いられる酸化剤としては、クロム酸－硫酸、酸化ク
ロム（ＶＩ）－硫酸－アセトン（ジョーンズ（Jones）試薬）、酸化クロム（ＶＩ）－ピ
リジン錯体（コリンズ（Collins）試薬）、二クロム酸塩（二クロム酸ナトリウム、二ク
ロム酸カリウムなど）－硫酸、クロロクロム酸ピリジニウム（PCC）、二酸化マンガン、
ジメチルスルホキシド－親電子活性化試薬（ジシクロヘキシルカルボジイミド、無水酢酸
、五酸化リン、三酸化硫黄－ピリジン錯体、無水トリフルオロ酢酸、塩化オキサリル、ハ
ロゲン）、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カリウム、亜臭素酸ナトリウム、Ｎ－ブロ
モスクシンイミド、Ｎ－クロロスクシンイミド、Ｎ－ブロモアセトアミド、２，３－ジク
ロロ－５，６－ジシアノ－ｐ－ベンゾキノン、テトラクロロ－ｐ－ベンゾキノン、テトラ
クロロ－ｏ－ベンゾキノン、硝酸、四酸化二窒素、無水ベンゼンセレニン酸、四酸化ルテ
ニウム、二酸化ルテニウム－過ヨウ素酸ナトリウム、ビスクロロビス（トリフェニルホス
フィン）ルテニウム－ヨードシルベンゼン、ビスマス酸ナトリウムなどがあげられる。
本反応に用いられる溶媒としては、水、酢酸、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、
ジオキサン、アセトン、第３級ブチルアルコール、塩化メチレン、クロロホルム、ヘキサ
ン、ベンゼン、トルエンまたはそれらの混合物などがあげられる。
本反応の反応温度は、通常０～１００℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ以下の
温度を選択することができる。
本反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上ま
たはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機合成
化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イオン
交換樹脂を用いる方法により化合物（ＸＸＶＩＩｌ）を精製することができる。
縮合反応に用いられる塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、
ナトリウムエトキシド、水素化ナトリウム、水素化カリウム、リチウムジイソプロピルア
ミド、ブチルリチウム、リチウムヘキサメチルジシラザン、トリエチルアミン、ジイソプ
ロピルエチルアミン、１，８－ジアザビシクロ〔５．４．０〕ウンデカ－７－エンがあげ
られる。
縮合反応に用いられる有機溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、第３級ブチル
アルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー
テル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、キシレン、
ジオキサン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、アセトニトリルがあげられ
る。
縮合反応の反応温度は、通常－２０～１５０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ
以下の温度を選択することができる。
縮合反応の反応時間は、通常３０分間から２日間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上
またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により縮合反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により化合物（ＸＸＩＸ）を精製することができる。
なお、化合物（ＸＸＶＩＩＩ）において、Ｌｖがハロゲン、特に塩素または臭素の場合、
ヨウ化ナトリウムなどを用いてヨウ素化した後、化合物（Ｖ）と反応させることもできる
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。
化合物（ＸＸＩＸ）のカルボニル基の保護は、有機合成化学の分野における公知の方法に
より行うことができる。たとえば、化合物（ＸＸＩＸ）をパラトルエンスルホン酸などの
酸触媒存在下でエチレングリコールと処理するか、または塩酸、硫酸などの酸の存在下で
低級アルコールと処理することにより、対応するカルボニル保護化合物を製造することが
できる。
還元反応に用いられる還元剤としては、例えば水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リ
チウム、水素化アルミニウムリチウム等の金属還元試薬、ジボランがあげられる。
還元反応に用いられる溶媒としては、例えば水、メタノール、エタノール、１－プロパノ
ール、２－プロパノール、第３級ブチルアルコール、テトラヒドロフラン、ジオキサン、
ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテルまたはそれらの混合物があげら
れる。
還元反応の反応温度は、通常－２０～８０℃であり、必要に応じてこれ以上またはこれ以
下の温度を選択することができる。
還元反応の反応時間は、通常３０分間から１０時間の範囲であるが、必要に応じてこれ以
上またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により還元反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有機
合成化学の分野における公知の方法、例えば溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー、イ
オン交換樹脂を用いる方法により目的物を精製することができる。
脱保護反応に用いられる試薬としては、塩酸、硫酸、酢酸、トリフルオロ酢酸などの酸、
または水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウムなどの塩基があげられる。
脱保護反応に用いられる溶媒としては、水、メタノール、エタノール、イソプロピルアル
コール、第３級ブチルアルコール、アセトン、テトラヒドロフラン、エチレングリコール
ジメチルエーテル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドなどがあげられる。
脱保護反応の反応温度は通常、－２０～１００℃であり、必要に応じてこれ以上またはこ
れ以下の温度を選択することができる。
脱保護反応の反応時間は通常、３０分から５時間の範囲であるが、必要に応じてこれ以上
またはこれ以下の時間を選択することができる。
上記反応条件により脱保護反応を行った後、または必要に応じて保護基を除去した後、有
機合成化学の分野における公知の方法、たとえば、溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィ
ー、イオン交換樹脂を用いる方法により目的物を精製することができる。
（Ｎ法）
化合物（ＸＸＶＩ）は、化合物（ＶＩＩＩ）をマグネシウム存在下でホルミル化剤と反応
させた後、加水分解することにより製造することもできる。
（Ｏ法）
本発明の化合物（Ｉ－ａ）は、化合物（ＸＸＶＩＩＩ）と化合物（ＸＩ）を縮合させて（
Ｅ法）と同様に、化合物（ＸＸＶＩＩＩ）と化合物（ＸＩＩＩ）を縮合させて（Ｆ法）と
同様に、化合物（ＸＸＶＩＩＩ）と化合物（ＸＶ）を縮合させて（Ｇ法）と同様に、化合
物（ＸＸＶＩＩＩ）と化合物（ＸＩＸ）を縮合させて（Ｉ法）と同様に、化合物（ＸＸＶ
ＩＩＩ）と化合物（ＸＸＩＩ）を縮合させて（Ｊ法）と同様に、それぞれ反応処理するこ
とにより製造することもできる。
本発明の化合物（Ｉ）は、必要に応じて適当な溶媒（水、メタノール、エタノール、ジエ
チルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなど）中、酸（塩酸、臭化水素酸、ヨウ
化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸、酢酸、マレイン酸、フマル酸、安息香酸、クエン酸、シ
ュウ酸、コハク酸、酒石酸、リンゴ酸、マンデル酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホ
ン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、１０－カンファースルホン酸など）と処理することによ
り、酸付加塩とすることができる。また、得られた本発明化合物の結晶が無水物である場
合、本発明化合物を水、含水溶媒またはその他の溶媒と処理することにより、水和物（１
水和物、１／２水和物、１／５水和物、２水和物、３／２水和物など）または溶媒和物と
することができる。



(20) JP 4045364 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

本発明の化合物（Ｉ）、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物は、ヒト、
イヌ、ネコ、ウシ、ウマ、ブタ、サル、ネズミ等の哺乳動物の臓器（肝臓、心臓、腎臓等
）または骨髄等を同種間または異種間にて移植する際に生じる拒絶反応の予防または抑制
、各種自己免疫疾患、各種アレルギー疾患等の予防または治療に用いることができる。す
なわち、本発明化合物は免疫抑制活性、抗菌活性等のような薬理学的活性を有するため、
器官または組織の移植（たとえば、心臓、腎臓、肝臓、肺、骨髄、角膜、膵臓、小腸、四
肢、筋肉、神経、脂肪髄、十二指腸、皮膚、膵島細胞等の移植、異種移植を含む）に対す
る抵抗または拒絶反応、骨髄移植による移植片対宿主（GvH）病、自己免疫性疾患、たと
えば、慢性関節リウマチ、全身性紅斑性狼瘡、ネフローゼ症候群狼瘡、橋本甲状腺腫、多
発性硬化症、重症筋無力症、Ｉ型糖尿病、ＩＩ型成人発症型糖尿病、ブドウ膜炎、ネフロ
ーゼ症候群、ステロイド依存性およびステロイド抵抗性ネフローゼ、手掌足底膿疱症、ア
レルギー性脳脊髄炎、糸球体腎炎等、ならびに病原体微生物による感染症の治療および予
防に有用である。また、炎症性、増殖性および超増殖性皮膚疾患、ならびに免疫媒介疾患
の皮膚における発症、たとえば乾癬、乾癬様関節炎、アトピー性湿疹（アトピー性皮膚炎
）、接触性皮膚炎、さらには湿疹皮膚炎、脂漏性皮膚炎、偏平苔癬、天疱瘡、水泡性類天
疱瘡、表皮水泡症、じんま疹、脈管浮腫、脈管炎、紅斑、皮膚好酸球増加症、ざ瘡、円形
脱毛症、好酸球性筋膜炎および粥状硬化症の治療にも有用である。本発明化合物はより特
定的には脱毛を予防し、毛芽を形成し、および／または毛髪を発生させ、かつ成長させる
ことによって、女性型もしくは男性型脱毛症または老年性脱毛症の治療のような毛髪の回
復を行うのに有用である。本発明の化合物は呼吸器疾患、たとえばサルコイドーシス、肺
繊維症、特発性間質性肺炎ならびに可逆的閉塞性気道疾患、たとえば気管支喘息、小児喘
息、アレルギー性喘息、内因性喘息、外因性喘息および塵埃性喘息、特に慢性もしくは難
治性喘息（たとえば遅発性喘息および気道過敏）、気管支炎等を含む喘息のような症状の
治療にも有用である。本発明化合物は虚血に関連した肝障害の治療にも有用である。本発
明化合物はさらに、特定の眼疾患、たとえば結膜炎、角結膜炎、角膜炎、春季カタル、ベ
ーチェット病に関連したブドウ膜炎、ヘルペス性角膜炎、円錐角膜、角膜上皮変性症、角
膜白斑、眼天疱瘡、モーレン潰瘍、強膜炎、グレイブス眼病、重症眼内炎症等にも有効で
ある。本発明化合物はまた、粘膜もしくは血管の炎症（たとえば、ロイコトリエンB4媒介
疾患、胃潰瘍、虚血性疾患および血栓病に起因する血管損傷、虚血性腸疾患、炎症性腸疾
患（たとえば、クローン病および潰瘍性大腸炎）、壊死性全腸炎）、熱性熱傷に関連した
腸損傷の予防または治療にも有用である。本発明化合物は間質性腎炎、グッドパスチャー
症候群、溶血性尿毒症症候群および糖尿病性ネフロパシーのような腎疾患；多発性筋炎、
ギランバレー症候群、メニエール病および神経根障害から選択される神経病；甲状腺機能
冗進症およびバセドウ氏病のような内分泌疾患；純粋赤血球無形成症、無形成貧血、再生
不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、自己免疫溶血性貧血、顆粒球減少症および赤血
球生成欠如のような血液の病気；骨粗鬆症のような骨の病気；サルコイドーシス、肺繊維
症および特発性間質性肺炎のような呼吸器疾患；皮膚筋炎、尋常性白斑、尋常性魚鱗癬、
光アレルギー性敏感症および皮膚Ｔ細胞リンパ腫のような皮膚病；動脈硬化、大動脈炎、
結節性多発動脈炎および心筋症のような循環器疾患；強皮症、ウェゲナー肉芽腫およびシ
ェーグレン症候群のような膠原病；脂肪症；好酸性筋膜炎；歯周疾患；ネフローゼ症候群
；溶血性尿毒症症候群；ならびに筋ジストロフィーの治療または予防でも有用である。本
発明化合物は腸の炎症／アレルギー、たとえばCoeliac病、直腸炎、好酸球性胃腸炎、肥
満細胞症、クローン病および潰瘍性大腸炎；ならびに食品に関連したアレルギー性疾患で
あって、胃腸管には直接関係のない症状を示すもの、たとえば偏頭痛、鼻炎および湿疹の
予防または治療にも適している。本発明化合物は、肝臓再生活性および／または肝細胞の
肥大および過形成を促進する活性を有することから、本発明化合物は免疫原性疾患（たと
えば、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性肝硬変および硬化性胆管炎を含む慢性自己免疫性肝
疾患）、部分的肝臓切除、急性肝臓壊死（たとえば、毒素、ウィルス性肝炎、ショックま
たは酸素欠乏による壊死）、Ｂ型ウイルス性肝炎、非Ａ型／非Ｂ型肝炎および肝硬変のよ
うな肝疾患の治療および予防に有用である。本発明化合物はまた、抗菌剤としても使用で
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き、したがって病原体微生物等による病気の治療に使用することができる。さらに、本発
明化合物は悪性関節リウマチ、アミロイドーシス、劇症肝炎、シャイ・ドレーガー症候群
、膿症性乾癬、ベーチェット病、全身性エリテマトーデス、内分泌性眼障害、進行性全身
性硬化症、混合性結合組織病、大動脈炎症候群、Wegener肉芽腫、活動性慢性肝炎、Evans
症候群、花粉症、特発性副甲状腺機能低下症、アジソン病（自己免疫性副腎炎）、自己免
疫性睾丸炎、自己免疫性卵巣炎、寒冷血球凝集素症、発作性寒冷血色素尿症、悪性貧血、
成人性Ｔ細胞白血病、自己免疫性萎縮性胃炎、ルポイド肝炎、尿細管間質性腎炎、膜性腎
炎、筋萎縮性側索硬化症、リウマチ熱、心筋梗塞後症候群、交感性眼炎の予防または治療
に使用することができる。さらに、本発明の化合物（Ｉ）は抗真菌作用を有し、抗真菌剤
としても有用である。
また、本発明の化合物（Ｉ）、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物は、
場合によっては他の免疫抑制剤、ステロイド剤（プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン
、デキサメサゾン、ヒドロコルチゾン等）または非ステロイド性酸性抗炎症薬等と一緒に
使用することができる。他の免疫抑制剤として特に好ましいものは、アザチオプリン、ブ
レキナールナトリウム、デオキシスパーガリン、ミゾリビン、ミコフェノール酸２－モル
ホリノエチルエステル、シクロスポリン、ラパマイシン、タクロリムス水和物、レフルノ
マイドおよびＯＫＴ－３から選択される。
このようにして得られた本発明の化合物（Ｉ）、その製薬上許容しうる塩またはそれらの
水和物を医薬として用いる場合、化合物（Ｉ）を製剤上許容しうる担体（賦形剤、結合剤
、崩壊剤、矯味剤、矯臭剤、乳化剤、希釈剤、溶解補助剤など）と混合して得られる医薬
組成物あるいは製剤（錠剤、ピル剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤、シロップ剤、エマルジ
ョン剤、エリキシル剤、懸濁剤、溶液剤、注射剤、点滴剤あるいは外用剤など）の形態で
経口的または非経口的に投与することができる。医薬組成物は通常の方法にしたがって製
剤化することができる。本明細書において、非経口とは、皮下注射、静脈内注射、筋肉内
注射、腹腔内注射、点滴法あるいは局所投与（経皮的投与、経眼的投与、経肺・気管支的
投与、経鼻的投与または経直腸的投与など）などを含むものである。注射用調剤、たとえ
ば無菌注射用水性懸濁物あるいは油性懸濁物は、適当な分散化剤または湿潤剤および懸濁
化剤を用いて当該分野で知られた方法で調製することができる。その無菌注射用調剤は、
また、たとえば水溶液などの非毒性の非経口投与することのできる希釈剤あるいは溶剤中
の無菌の注射のできる溶液または懸濁液であってもよい。使用することのできるベヒクル
あるいは溶剤として許されるものとしては、水、リンゲル液、等張食塩液などがあげられ
る。さらに、通常溶剤または懸濁化溶媒として無菌の不揮発性油も用いることができる。
このためには、いかなる不揮発性油も脂肪酸も使用でき、天然あるいは合成あるいは半合
成の脂肪性油または脂肪酸、そして天然あるいは合成あるいは半合成のモノあるいはジあ
るいはトリグリセリド類も包含される。経口投与用の固形投与剤型としては、粉剤、顆粒
剤、錠剤、ピル剤、カプセル剤などの上記したものがあげられる。そのような剤型におい
て、活性成分化合物は少なくとも一つの添加物、たとえばショ糖、乳糖、セルロース糖、
マンニトール、マルチトール、デキストラン、デンプン類、寒天、アルギネート類、キチ
ン類、キトサン類、ペクチン類、トラガントガム類、アラビアゴム類、ゼラチン類、コラ
ーゲン類、カゼイン、アルブミン、合成または半合成のポリマー類またはグリセリド類と
混合することができる。そのような剤型物は、また、通常の如く、さらなる添加物を含む
ことができ、たとえば不活性希釈剤、マグネシウムステアレートなどの滑沢剤、パラベン
類、ソルビン酸類などの保存剤、アスコルビン酸、α－トコフェロール、システインなど
の抗酸化剤、崩壊剤、結合剤、増粘剤、緩衝剤、甘味付与剤、フレーバー付与剤、パーフ
ューム剤などがあげられる。錠剤およびピル剤はさらにエンテリックコーティングされて
製造されることもできる。経口投与用の液剤は、医薬として許容されるエマルジョン剤、
シロップ剤、エリキシル剤、懸濁剤、溶液剤などがあげられ、それらは当該分野で普通用
いられる不活性希釈剤、たとえば水を含んでいてもよい。
本発明化合物（Ｉ）、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物に適用可能な
外用剤としては、軟膏剤、パスタ剤、リニメント剤、ローション剤、硬膏剤（プラスター
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剤）、パップ剤、点眼剤、眼軟膏剤、坐剤、湿布剤、吸人剤、噴霧剤、エアゾール剤、塗
布剤、点鼻液、クリーム剤、テープ剤、パッチ剤等があげられる。
本発明の外用剤は、有機または無機の担体または賦形剤と混合した状態で本発明化合物を
含有する。たとえば、固体、半固体または液体状の製剤の形状で使用できる。
本発明化合物は、たとえば外用剤の組成物を得るために通常使用される非毒性の医薬的に
許容しうる担体と調合することができる。使用できる担体は、水、グルコース、ラクトー
ス、アラビアゴム、ゼラチン、マンニトール、澱粉ペースト、三ケイ酸マグネシウム、タ
ルク、コーンスターチ、ケラチン、コロイドシリカ、馬鈴薯澱粉、尿素および他の固体、
半固体または液体状の組成物を形成するのに適した担体であり、その他に、補助剤、安定
剤、増粘剤、着色剤および香料も加えることができる。
医薬組成物の有効成分を構成する本発明化合物は、病気の過程または状態に応じて所望の
効果を与えるのに十分な量で使用する。免疫異常に起因する症状および疾患を治療する場
合には、本発明化合物を一般的な医薬的に許容しうる非毒性の担体、補助剤および賦形剤
を含む投与単位組成物の形態で、局所投与、吸入スプレーまたは直腸投与によって投与す
ることができる。可逆性閉塞性気道疾患の治療では、本発明化合物を、特に粉末または溶
液の形態で、吸入によって肺に投与するのが好ましい。
担体と組み合わせることのできる本発明化合物の含有量は、治療される宿主と特定投与形
態とに応じて変えることができる。ただし、特定患者の特定用量は、年齢、体重、全般的
健康状態、性別、食事、投与時間、投与方法、排泄率、薬剤の組み合わせおよび治療中の
特定疾患の程度を含む種々の因子に応じて決定する。
本発明化合物を軟膏剤として用いる場合、本発明化合物は軟膏剤中０．０１から１０ｗ／
ｗ％含有するように用いられる。使用できる軟膏基剤としては、油脂性基剤（サラシミツ
ロウ、カルナウバロウ等の天然ロウ、固型パラフィン、マイクロクリスタリンワックス等
の石油ロウ、流動パラフィン、白色ワセリン、黄色ワセリン等の炭化水素類、プラスチベ
ース、ゼレン５０Ｗ、シリコーン、植物油、豚脂、牛脂、単軟膏、単鉛軟膏等）、乳剤性
基剤（親水軟膏、バニシングクリーム等の水中油型（Ｏ／Ｗ型）基剤；親水ワセリン、精
製ラノリン、アクアホール、オイセリン、ネオセリン、吸水軟膏、加水ラノリン、コール
ドクリーム、親水プラチスベース等の油中水型（Ｗ／Ｏ型）基剤）、水溶性基剤（マクロ
ゴール軟膏、ソルベース等）、懸濁性基剤（無脂肪性軟膏、ゲルベース、ローション等の
ヒドロゲル基剤；FAPG基剤（ステアリルアルコール、セチルアルコール等の脂肪アルコー
ルの微粒子をプロピレングリコール中に懸濁させたもの）等のリオゲル基剤）を使用する
ことができる。なお、これらの軟膏基剤は１種または２種以上を適宜組み合わせて用いる
ことができる。
さらに、本発明化合物を軟膏剤として使用する場合、溶解・吸収促進剤に溶解した後、上
記軟膏基剤に配合することもできる。使用できる溶解・吸収促進剤としては、本発明化合
物を少なくとも０．０１ｗ／ｗ％以上の濃度に溶解しうるもので、かつ軟膏剤として製剤
化された場合に本発明化合物の皮膚からの吸収を促進しうるものを意味し、低級アルカン
ジオール類（エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール等）、炭
酸低級アルキレン類（炭酸プロピレン、炭酸エチレン等）、アルカンジカルボン酸エステ
ル類（ジメチルアジペート、ジエチルアジペート、ジイソプロピルアジペート、ジエチル
ピメレート、ジエチルセバケート、ジプロピルセバケート等）、高級アルカン酸グリセリ
ンエステル類（モノラウレート、ジラウレート、トリラウレート等）、高級アルケン酸グ
リセリンエステル類（モノオレエート、ジオレエート、トリオレエート等）、高級アルカ
ン酸アルキルエステル類（イソプロピルミリステート、エチルミリステート等）、高級不
飽和アルコール類（ゲラニオール、オレイルアルコール類）およびアザシクロアルカン類
（１－ドデシルアザシクロヘプタン－２－オン等）等があげられる。これらの溶解・吸収
促進剤は、１種または２種以上の混合物として用いることができ、少なくとも本発明化合
物を溶解するのに十分な量が用いられる。この量は一般的に本発明化合物の１重量当たり
、２重量部から２００重量部である。上限は、軟膏の所望の物性を阻害しないように制限
される。
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本発明化合物を含有する軟膏剤は、前記の軟膏基剤に加えて、ポリオキシエチレン硬化ヒ
マシ油、モノステアリン酸グリセリン、セスキオレイン酸ソルビタン、ラウロマクロゴー
ル等の乳化剤；ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセル
ロースナトリウム等の懸濁化剤；フェノール類やキノン類等の抗酸化剤；パラオキシ安息
香酸エステル類等の保存剤；グリセリン、Ｄ－ソルビトール、プロピレングリコール等の
保湿剤；香料；着色剤；防腐剤；高級アルケン酸（たとえば、オレイン酸等）などの他の
添加剤や、さらに、他の皮膚疾患に有効な薬剤を配合してもよい。本発明化合物を軟膏剤
として用いる場合、通常、本発明化合物を含有する溶液を、軟膏基剤に配合し、公知の手
段を用いて製剤化される。この際、１種以上の上記補助剤、添加剤等を軟膏基剤に同時に
加えてもよい。また、本発明化合物を溶解・吸収促進剤に溶解し、得られる溶液と軟膏基
剤とを混和し、得られる混合物を加熱撹拌し、ついで冷却することにより、軟膏剤を製造
することもできる。
本発明化合物を含有する軟膏剤は、皮膚の患部に１日１ないし数回、例えば１～４回塗布
して使用することができる。
本発明化合物を含有するパスタ剤またはリニメント剤は、上記した軟有剤と同様の基剤、
調製法により製造することができる。
本発明化合物を含有するローション剤とは、有効成分化合物が液体媒体に微細均等に分散
または場合により一部溶解した製剤で、適宜乳化剤が配合される。本発明化合物をローシ
ョン剤として使用する場合、その含量がローション剤中、０．０１から１０ｗ／ｗ％にな
るように用いられる。
本発明化合物を含有するローション剤に用いられる液体媒体とは、水、低級アルコール、
グリコール類、グリセリン、またはこれらの混合物等を意味する。このうち低級アルコー
ルとしては、有効成分化合物を分解することなく、かつ皮膚に刺激を与えることのない全
ての低級アルコールを使用することができ、たとえば、メタノール、エタノール、イソプ
ロピルアルコール、プロパノール、ブタノールがあげられる。グリコール類としては、エ
チレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコールまたはこれらのモノ低級
エーテル類があげられる。これらの液状媒体中、水、低級アルコールまたはそれらの混合
物を使用すると有効成分化合物の皮膚側への吸収性が向上するため、特に好ましい。これ
ら液状媒体の使用量としては、本発明化合物の１重量部当たり５重量部から１０００重量
部が適切である。
本発明化合物を含有するローション剤には、溶解・吸収促進剤を使用してもよく、そのよ
うな溶解・吸収促進剤は有効成分化合物を少なくとも０．０１ｗ／ｗ％以上の濃度に溶解
しうるもので、かつローション剤として製剤化された際に有効成分化合物の皮膚からの吸
収を促進しうるものを意味し、アルカンジカルボン酸エステル類（ジメチルアジペート、
ジエチルアジペート、ジイソプロピルアジペート、ジエチルピメレート、ジエチルセバケ
ート、ジプロピルセバケート等）および高級アルカン酸アルキルエステル類（イソプロピ
ルミリステート、エチルミリステート等）等があげられる。これらの溶解・吸収促進剤は
１種もしくは２種以上の混合物で使用してもよく、その使用量は、本発明化合物の１重量
部当たり５重量部から５０００重量部が適切である。また、溶解・吸収促進剤のローショ
ン剤中の含有量としては、１から３０ｗ／ｗ％が望ましい。
本発明化合物を含有するローション剤に用いられる乳化剤としては、一般的に不溶性医薬
品を水性の液中に微細均等に分散させるために用いられ、かつ人体に無害である乳化剤を
使用することができ、医薬的に使用可能な天然乳化剤や合成乳化剤を使用することが好ま
しい。天然乳化剤としては、動物または植物を起源とする種々の乳化剤を使用することが
でき、たとえば卵黄レシチン、大豆レシチンまたはこれらの水添物、フォスファチジルコ
リン、スフィンゴミエリン、アラビアゴム、ゼラチン等があげられる。また、合成乳化剤
としては、カチオン性、アニオン性、非イオン性等の界面活性剤を使用することができ、
たとえば、長期保存性の観点からヒマシ油系の界面活性剤、特にＨＣＯ（ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油）系が好ましく、ＨＣＯ－６０、ＨＣＯ－５０、ＨＣＯ－４０等があげ
られる。前記以外にはポリソルベート８０等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エス
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テル誘導体、グリセリンモノカプリレート等のグリセリン脂肪酸エステル誘導体、ポリオ
キシエチレン４０モノステアレート等のポリエチレン脂肪酸エステル誘導体、中鎖脂肪酸
モノ（またはジ）グリセリド類（カプリル酸ジグリセリド、カプリル酸モノグリセリド、
カプロン酸ジグリセリド等の炭素数６から１２の脂肪酸モノ（またはジ）グリセリド類等
）、ポリオキシエチル化オレイン酸グリセリド等のポリオキシエチル化グリセリド等が使
用できる。
また、前記乳化剤は第１次乳化剤として用いられるものであり、必要に応じて補助乳化剤
を用いることもできる。補助乳化剤としては、一般に補助乳化剤として用いられ、かつ人
体に無害であるものを使用することができ、たとえば、コレステロール、カンテン、水酸
化マグネシウム、メチルセルロース、ペクチン等があげられる。これらの第１次乳化剤お
よび補助乳化剤は、それぞれ１種もしくは２種以上の混合物で使用することができる。
本発明化合物を含有するローション剤中における乳化剤の添加量は、本発明化合物ならび
に配合される他の添加剤等を乳化することができる量であればよいが、通常本発明化合物
の１重量当たり０．１重量部から１０重量部が適切である。
本発明化合物を含有するローション剤には、また粘稠化剤を含有させて粘度を上昇させた
ものも包含される。使用することのできる粘稠化剤としては、一般的に液体に粘性を付与
するために当該分野で使用され、かつ人体に無害であるものを使用することができ、たと
えば、カルボキシポリメチレンがあげられる。粘稠化剤は、粘性の高いローション剤が望
まれる場合に使用することができる。粘稠化剤を使用する場合、ローション剤中における
粘稠化剤の含有量は、使用するローション剤の所望の粘性に応じて適宜選択されるが、０
．０１から５ｗ／ｗ％が適切である。
本発明化合物を含有するローション剤は、有効成分化合物を水溶液中で安定にしうる安定
剤を含有していてもよい。また、さらに必要に応じて、香料、着色料、防腐剤、高級アル
ケン酸（オレイン酸等）等のローション剤に使用しうる他の添加物や、他の皮膚疾患に有
効な薬剤が含まれていてもよい。
本発明化合物を含有するローション剤の製造法は、当該分野の公知の手段を用いて行われ
る。本発明化合物を含有するローション剤は、皮膚の患部に１日１～数回、例えば１～４
回塗布して使用することができる。また、本発明化合物を含有するローション剤が低粘性
の場合、噴射式の容器に入れて皮膚の患部に直接噴射させて適用することもできる。
本発明化合物を点眼剤あるいは点鼻剤として用いる場合、使用できる溶媒としては滅菌精
製水、特に注射用蒸留水があげられる。有効成分化合物の濃度は、通常０．０１から２．
０ｗ／ｖ％を標準とし、使用目的に応じて適宜増減することができる。
本発明化合物を含有する点眼剤あるいは点鼻剤には、さらに緩衝剤、等張化剤、溶解補助
剤、保存剤、粘稠剤、キレート剤、ｐＨ調整剤、芳香剤等の各種の添加剤を適宜添加して
もよい。
緩衝剤としては、たとえばリン酸塩緩衝剤（リン酸二水素ナトリウム－リン酸水素二ナト
リウム、リン酸二水素カリウム－水酸化カリウム）、ホウ酸緩衝剤（ホウ酸－ホウ砂）、
クエン酸塩緩衝剤（クエン酸ナトリウム－水酸化ナトリウム）、酒石酸塩緩衝剤（酒石酸
－酒石酸ナトリウム）、酢酸塩緩衝剤（酢酸－酢酸ナトリウム）、炭酸塩緩衝剤（炭酸ナ
トリウム－クエン酸塩、炭酸ナトリウム－ホウ酸）、アミノ酸（グルタミン酸ナトリウム
、イプシロンアミノカプロン酸）等があげられる。
等張化剤としては、ソルビトール、グルコース、マンニトール等の糖類、グリセリン、プ
ロピレングリコール等の多価アルコール類、塩化ナトリウム、ホウ砂等の塩類、ホウ酸等
があげられる。
溶解補助剤としては、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート（ポリソルベート８
０）、ポリオキシエチレンモノステアレート、ポリエチレングリコール、ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油等の非イオン性界面活性剤等があげられる。保存剤としては、たとえば
塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化セチルピリジニウム等の第４級アンモ
ニウム塩、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸
プロピル、パラオキシ安息香酸ブチル等のパラオキシ安息香酸エステル類、ベンジルアル
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コール、フェネチルアルコール、ソルビン酸およびそれらの塩、チメロサール、クロロブ
タノール、デヒドロ酢酸ナトリウム等があげられる。
粘稠剤としては、たとえばポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロ
キシプロピルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カ
ルボキシメチルセルロースおよびそれらの塩等があげられる。キレート剤としては、エデ
ト酸ナトリウム、クエン酸等があげられる。ｐＨ調整剤としては、塩酸、クエン酸、リン
酸、酢酸、酒石酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウムおよび炭酸水素
ナトリウム等があげられる。芳香剤としては、１－メントール、ボルネオール、カンフル
（ｄｌ－カンフル等）、ユーカリ油等があげられる。
本発明化合物を点眼剤として用いる場合、ｐＨは通常約４．０から８．５に、また点鼻剤
として用いる場合、ｐＨは通常約４．０から８．５に調整する。
本発明化合物を含有する点眼剤あるいは点鼻剤の製造法は、各剤の種類によって異なるが
、各剤自体の公知の手段を採用することができる。
本発明化合物を点眼剤として使用する場合、有効成分の点眼量は眼炎症を有効に消炎させ
るのに十分な量であればよく、症状、炎症の種類等によって適宜増減させることができる
が、一般に１回５．０から１０００μｇ程度である。投与回数は１日１～数回、例えば１
～４回の範囲で適宜選択することができる。
本発明化合物を含有するエアゾール剤とは、有効成分化合物の溶液、懸濁液等を同一容器
または別の容器に充填した液化ガスまたは圧縮ガスの圧力によって用時噴出して用いる製
剤を意味する。そのエアゾール剤は、本発明化合物を精製水等に溶解し、必要に応じて前
記したものと同じ溶解・吸収促進剤を加えて溶解（または懸濁）させ、さらに必要に応じ
て前記したｐＨ調整剤、防腐剤等の添加剤を加えた後、バルブを付け密封し、噴射剤を圧
入して製することができる。
使用することのできる噴射剤としては、ジメチルエーテル、液化天然ガス、炭酸ガス、窒
素ガス、代替フロン等通常使用される噴射剤があげられる。
また、本発明化合物を含有するエアゾール剤には、１－メントール、カンフル、サリチル
酸メチル等を添加して清涼感をもたせることもできる。
本発明化合物を含有する吸入剤、噴霧剤は、上記したエアゾール剤と同様の調製法により
製造することができ、吸入剤の場合は吸入器（ネブライザー、インヘラー）を、噴霧剤の
場合は噴霧器を使用して用いられる。
本発明化合物を坐剤として使用する場合、本発明化合物を一般に用いられている坐剤用基
剤を用いて常法により調製され、その有効成分化合物の含有量は、その薬効を発現する量
であればよく、患者の年齢や症状等により適宜選択されるが、通常０．１から６０ｍｇの
範囲が好ましい。
本発明の坐剤に用いられる基剤としては、通常用いられる基剤が使用でき、動植物性油脂
類、たとえばオリーブ油、トウモロコシ油、ヒマシ油、綿実油、小麦胚芽油、カカオ油、
牛脂、豚脂、羊毛脂、タートル脂、スクワラン、硬化油等が、鉱物性油脂、たとえばワセ
リン、白色ワセリン、固形パラフィン、流動パラフィン、脱水ラノリン、シリコン油等が
、ロウ類、たとえばホホバ油、カルナウバロウ、ミツロウ、ラノリン等が、部分合成もし
くは全合成グリセリン脂肪酸エステル、たとえばラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン
酸、ステアリン酸等の直鎖飽和脂肪酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸等の直鎖不
飽和脂肪酸等の、中級もしくは高級脂肪酸のモノ、ジ、もしくはトリグリセライドがあげ
られる。これらの市販品の例としては、ウイテップゾール（ダイナミットノーベル社製：
これは炭素数１２から１８の飽和脂肪酸モノ・ジ・トリ・グリセライドの混合物である。
詳細には、ウイテップゾールＨシリーズ、たとえば、ウイテップゾールＨ５、Ｈ１２、Ｈ
１５、Ｈ１９、Ｈ３２、Ｈ３５、Ｈ３７、Ｈ３９、Ｈ４２、Ｈ１７５、Ｈ１８５等）、ウ
イテップゾールＷシリーズ（たとえば、ウイテップゾールＷ２５、Ｗ３１、Ｗ３５、Ｗ４
５等）、ウイテップゾールＥシリーズ（たとえば、ウイテップゾールＥ７５、Ｅ７６、Ｅ
７９、Ｅ８５等）、ウイテップゾールＳシリーズ（たとえば、ウイテップゾールＳ５２、
Ｓ５５、Ｓ５８等）があげられる。）、ファーマゾール（日本油脂社製）、イソカカオ（
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花王社製）、ＳＢ（鐘淵化学社製および太陽油脂社製：これは炭素数１２から１８の飽和
脂肪酸のモノ・ジ・トリ・グリセライドの混合物である。詳細には、ＳＢ－Ｈ、ＳＢ－Ｅ
、ＳＢ－ＡＭ等があげられる。）、ノパタ（ヘンケル社製）、サポイヤー（ガットフォー
ズ社製：これは炭素数１０から１８の飽和脂肪酸のモノ・ジ・トリ・グリセライドの混合
物である。詳細には、サポイヤーＮＡ、サポイヤーＯＳ、サポイヤーＡＳ、サポイヤーＢ
Ｓ、サポイヤーＢＭ、サポイヤーＤＭ等があげられる。）、マサエスタリナム（ダイナミ
ットノーベル社製：これは炭素数１０から１８の飽和脂肪酸のモノ・ジ・トリ・グリセラ
イドの混合物である。詳細には、マサエスタリナムＡ、ＡＢ、Ｂ、ＢＢ、ＢＣ、ＢＣＦ、
Ｃ、Ｄ、Ｅ、ＢＤおよびマサエスタリナム２９９等があげられる。）、ミグリオール８１
０およびミグリオール８１２（ダイナミットノーベル社製：これは炭素数８から１２の飽
和脂肪酸のトリグリセライドの混合物である。詳細には、前述の部分合成もしくは全合成
グリセリン脂肪酸エステルの配合に際しては、必要に応じてこれらを１種またはそれ以上
配合して用いる。）等があげられる。その他の合成品としては、ポリエチレングリコール
、ポリオキシエチレンアルコール類があげられる。これら基剤の配合量は製剤全量の２５
から９９．９重量％である。
また、本発明化合物を含有する坐剤には、必要に応じて、保存剤、安定化剤、界面活性剤
、芳香剤、着色剤、ｐＨ調整剤、精製水等を加えてもよい。
本発明化合物を含有する坐剤で用いられる剤型としては、常温で固体、体温で溶融する肛
門坐剤、液状の基剤に溶解もしくは分散させた軟膏状あるいは浣腸液状のもの、たとえば
直腸投与ソフトカプセル、直腸投与注入器等を用いる剤型が用いられる。
本発明化合物を含有する坐剤の製造法は、当該分野の公知の方法を用いて行われる。
投与量は、年齢、体重、一般的健康状態、性別、食事、投与時間、投与方法、排泄速度、
薬物の組み合わせ、患者のその時に治療を行っている病状の程度に応じ、それらあるいは
その他の要因を考慮して決められる。本発明化合物、その製薬上許容しうる酸付加塩また
はそれらの塩は、低毒性で安全に使用することができ、その１日の投与量は、患者の状態
や体重、化合物の種類、投与経路などによって異なるが、たとえば非経口的には皮下、静
脈内、筋肉内、経皮的、経眼的、経肺・気管支的、経鼻的または直腸内に、約０．０１～
５０ｍｇ／人／日、好ましくは０．０１～２０ｍｇ／人／日投与され、また経口的には約
０．０１～１５０ｍｇ／人／日、好ましくは０．１～１００ｍｇ／人／日投与されること
が望ましい。
さらに、本発明化合物（Ｉ）の合成中間体として有用な化合物Ａは、本発明化合物（Ｉ）
を包含する一般式（ＩＩ－ａ）

〔式中、ｍは０から９、好ましくは４を示し、Ｒ1a、Ｒ2a、Ｒ3a、Ｒ4aは同一または異な
って、それぞれ水素、アシル（ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチ
リル、ペンタノイル、ヘキサノイル、ヘプタノイル、オクタノイル、ノナノイル、デカノ
イル、ウンデカノイル、ドデカノイル、トリデカノイル、テトラデカノイル、ペンタデカ
ノイル、ヘキサデカノイル、ヘプタデカノイル、オクタデカノイル、ノナデカノイル、イ
コサノイル等の炭素数１～２０個の直鎖または分枝鎖状のアルカノイル；フェニルアセチ
ル、フェニルプロピオニル等のフェニルで置換されていてもよい炭素数２～２０個の直鎖
または分枝鎖状のアルカノイル；ベンゾイル等のアロイル；メトキシカルボニル・エトキ
シカルボニル、プロポキシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル
、イソブトキシカルボニル、第３級ブトキシカルボニル、ペンチルオキシカルボニル、イ
ソペンチルオキシカルボニル、第３級ペンチルオキシカルボニル、ヘキシルオキシカルボ
ニル、ヘプチルオキシカルボニル、オクチルオキシカルボニル、ノニルオキシカルボニル
、デシルオキシカルボニル、ウンデシルオキシカルボニル、ドデシルオキシカルボニル、
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トリデシルオキシカルボニル、テトラデシルオキシカルボニル、ペンタデシルオキシカル
ボニル、ヘキサデシルオキシカルボニル、ヘプタデシルオキシカルボニル、オクタデシル
オキシカルボニル、ノナデシルオキシカルボニル、イコシルオキシカルボニル等のアルコ
キシ部が炭素数１～２０個の直鎖または分枝鎖状であるアルコキシカルボニル；ベンジル
オキシカルボニル等のアラルキルオキシカルボニルなど）またはアルキル（メチル、エチ
ル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、第３級ブチル、ペンチル、ヘキシル
、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ウンデシル、ドデシル、トリデシル、テトラデ
シル、ペンタデシル、ヘキサデシル、ヘプタデシル、オクタデシル、ノナデシル、イコシ
ル等の炭素数１～２０個の直鎖または分枝鎖状のアルキル）を示すか、Ｒ3a、Ｒ4aが炭素
数１から４個のアルキル（前記と同義）、アリール（フェニルなど）またはアラルキル（
ベンジルなど）により置換されていてもよいアルキレン鎖により結合していてもよい。Ｙ
1、Ｙ2は同一または異なって、それぞれ水素、炭素数１から４個のアルキル（前記と同義
）、炭素数１から４個のアルコキシ（メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ
、ブトキシ、イソブトキシ、第３級ブトキシなど）、ハロゲン（フッ素、塩素、臭素、ヨ
ウ素）または水酸基を示す。〕により表される化合物（以下、化合物（ＩＩ－ａ）という
）の合成中間体、および化合物（ＩＩ－ａ）を適当な酸化剤にて酸化することにより製造
可能な一般式（Ｉ－ｃ）

（式中、ｍ、Ｒ1a、Ｒ2a、Ｒ3a、Ｒ4a、Ｙ1、Ｙ2は前記と同義である。）により表される
化合物（以下、化合物（Ｉ－ｃ）という）の合成中間体として有用であり、化合物（Ｉ－
ｃ）のように２－アミノ－１，３－プロパンジオール骨格の２位の炭素鎖において、当該
炭素鎖中にｐ－フェニレン基および炭素鎖端にフェニル基が置換し、かつ該ｐ－フェニレ
ン基およびフェニル基に挟まれた炭素鎖において、ｐ－フェニレン基のα位の炭素がカル
ボニル基で置換された化合物は、本発明化合物（Ｉ）と同様に毒性が少なく安全性の高い
優れた免疫抑制剤として有用である。なお、化合物（ＩＩ－ａ）は化合物（Ｉ－ｃ）の合
成中間体として有用であり、また、化合物（Ｉ－ｃ）と同様に毒性が少なく安全性の高い
優れた免疫抑制剤としても有用である。
これら化合物（ＩＩ－ａ）および化合物（Ｉ－ｃ）は、（Ａ法）において化合物（ＩＩＩ
）の代わりに一般式（ＸＸＸ）

（式中、Ｍ、ｍ、Ｙ1、Ｙ2は前記と同義である。）により表される化合物（以下、化合物
（ＸＸＸ）という）を化合物Ａのアミノ基および／または水酸基が保護された化合物と（
Ａ法）、（Ｂ法）の方法に準じて反応処理することにより製造することができる。また、
（Ｂ法）においてアシルハライドの代りにアルキルハライドを用いて同様に反応処理する
ことにより、対応するアミノ基および／または水酸基がアルキル化された化合物を製造す
ることができる。さらに、（Ｍ法）において化合物（ＩＩＩ）の代りに化合物（ＸＸＸ）
を用いて同様に反応処理することにより、化合物（Ｉ－ｃ）を製造することもできる。
このようにして得られた化合物（ＩＩ－ａ）および化合物（Ｉ－ｃ）は、前述と同様にそ
れぞれ酸付加塩、水和物等とすることができる。
なお、化合物（ＩＩ－ａ）においては一般式（ＩＩ－ｂ）
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（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4は前記と同義である。）により表される化合物（以下、化合
物（ＩＩ－ｂ）という）が好ましく、特に２－アミノ－２－（２－（４－（１－ヒドロキ
シ－５－フェニルペンチル）フェニル）エチル）プロパン－１，３－ジオールが好ましい
。また、化合物（Ｉ－ｃ）においては化合物（Ｉ）

（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4は前記と同義である。）が好ましく、特に２－アミノ－２－
（２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニル）エチル）プロパン－１，
３－ジオールが好ましい。
さらに、化合物（ＸＸＸ）の代わりに、一般式（ＸＸＸＩ）
Ｍ－（ＣＨ2）nＣＨ3　　　（ＸＸＸＩ）
（ｎは０から１２の整数、好ましくは６を示し、Ｍは前記と同義である。）により表され
る化合物（以下、化合物（ＸＸＸＩ）という）を化合物Ａのアミノ基および／または水酸
基が保護された化合物と（Ａ法）、（Ｂ法）の方法に準じて反応処理するか〔（Ｂ法）に
おいてアシルハライドの代りにアルキルハライドを用いて同様に反応処理する方法も含む
〕、または（Ｍ法）において化合物（ＩＩＩ）の代りに化合物（ＸＸＸＩ）を用いて同様
に反応処理することにより、一般式（ＸＸＸＩＩ）、（ＸＸＸＩＩＩ）

（式中、Ｒ1a、Ｒ2a、Ｒ3a、Ｒ4a、ｎは前記と同義である。）により表される化合物（以
下、化合物（ＸＸＸＩＩ）、化合物（ＸＸＸＩＩＩ）という）を製造することができる。
なお、このようにして得られた化合物（ＸＸＸＩＩ）、化合物（ＸＸＸＩＩＩ）も、本発
明化合物（Ｉ）と同様に毒性が少なく安全性の高い優れた免疫抑制剤として有用である。
【図面の簡単な説明】
図１は実験例１２の結果を示すグラフである。・・・・・・は比較化合物１，------は比
較化合物２，――は本発明の化合物（Ｉ－ａ）の結果をそれぞれ示す。
図２は実験例１３の結果を示すグラフである。－○－はコントロール、－●－は比較化合
物１（１０ｍｇ／ｋｇ）、－▲－は比較化合物２（１０ｍｇ／ｋｇ）、－■－は本発明の
化合物（Ｉ－ａ）（１０ｍｇ／ｋｇ）の結果をそれぞれ示す。
発明を実施するための最良の形態
以下、実施例をあげて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。なお、構造式中に使用した記号のうち、Acはアセチルを、Etはエチルを、TBDMSは
第３級ブチルジメチルシリルを示す。
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実施例１：２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニ
ル）エチル）プロパン－１，３－ジオールの合成
（１）２－アセトアミド－２－（２－フェニルエチル）マロン酸ジエチルの合成

水素化ナトリウム（５０．６ｇ）のジメチルホルムアミド（１５００ｍｌ）懸濁液に、ア
セトアミドマロン酸ジエチル（２５０ｇ）のジメチルホルムアミド（２００ｍｌ）溶液を
氷冷下滴下し、室温で３０分撹拌した。次に２－フェニルエチルブロミド（１５６ｍｌ）
を滴下後、室温にて７時間撹拌した。反応液を氷水（１５００ｍｌ）に注ぎ、酢酸エチル
にて抽出した。酢酸エチル層を水洗し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、溶媒を留去し
た。得られた残渣をトルエンにて結晶化して、標記化合物（１０２ｇ）を白色結晶として
得た。
融点＝１１５～１１７℃
1H-NMR（CDCl3）δ:1.25（6H,t,J=7.3Hz）,1.97（3H,s）,2.48（1H,d,J=11.2Hz）,2.50（
1H,d,J=9.2Hz）,2.69（1H,d,J=9.2Hz）,2.71（1H,d,J=11.2Hz）,4.19（4H,q,J=7.3Hz）,6
.77（1H,s）,7.13-7.20（3H,m）,7.20-7.30（2H,m）
IR（KBr）:3236,1745,1635cm-1

MS（EI）:321（M+）
元素分析:C17H23NO5
計算値　C;63.54,H;7.21,N;4.36
分析値　C;63.44,H;7.29,N;4.44
（２）２－アセトアミド－１，３－ジアセトキシ－２－（２－フェニルエチル）プロパン
の合成

水素化リチウムアルミニウム（１１．８ｇ）の無水テトラヒドロフラン（１５００ｍｌ）
溶液に、２－アセトアミド－２－（２－フェニルエチル）マロン酸ジエチル（５０ｇ）の
無水テトラヒドロフラン（３００ｍｌ）溶液を氷冷下滴下し、室温で２時間撹拌した。飽
和硫酸ナトリウム水溶液（１５０ｍｌ）を滴下し、水素化リチウムアルミニウムを分解し
た。沈殿物をセライトにて濾別後、減圧下溶媒を留去して、淡褐色油状物質を得た。これ
をピリジン（９０ｍｌ）に溶解し、無水酢酸（７０ｍｌ）を加え、室温で一夜放置した。
反応液に水を注ぎ、酢酸エチルにて抽出した。酢酸エチル層を飽和塩化アンモニウム水溶
液にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣
をトルエンにて結晶化して、標記化合物（２９．３ｇ）を白色結晶として得た。融点＝１
１６～１１７℃
1H-NMR（CDCl3）δ:1.96（3H,s）,2.09（6H,s）,2.20（2H,m）,2.64（2H,m）,4.35（4H,s
）,5.69（1H,s）,7.10-7.20（3H,m）,7.20-7.30（2H,m）
IR（KBr）:3315,1732,1652cm-1

MS（EI）:321（M+）
元素分析:C17H23NO5
計算値　C;63.54,H;7.21,N;4.36
分析値　C;63.37,H;7.30,N;4.35
（３）２－アセトアミド－１，３－ジアセトキシ－２－（２－（４－ホルミルフェニル）
エチル）プロパンの合成
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窒素雰囲気下、２－アセトアミド－１，３－ジアセトキシ－２－（２－フェニルエチル）
プロパン（１０ｇ）の無水ジクロロメタン（１５０ｍｌ）溶液に、－１５℃で、四塩化チ
タン（１５．４ｍｌ）、ジクロロメチルメチルエーテル（５．６３ｍｌ）を加えた。室温
で２時間撹拌した後、混合物を氷水に注ぎクロロホルムにて抽出した。クロロホルム層を
水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて
乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（
展開溶媒；ジイソプロピルエーテル：酢酸エチル＝１：１）にて精製して、標記化合物（
５．１ｇ）を白色固体として得た。融点＝９８～１００℃
1H-NMR（CDCl3）δ:1.99（3H,s）,2.10（6H,s）,2.25（2H,m）,2.70（2H,m）,4.34（4H,s
）,5.82（1H,s）,7.35（2H,d,J=7.9Hz）,7.80（2H,d,J=7.9Hz）,9.97（1H,s）
IR（KBr）:3313,3205,3082,1735,1706,1652cm-1

MS（EI）:349（M+）
元素分析:C18H23NO6・1/5 H2O
計算値　C;61.25,H;6.68,N;3.97
分析値　C;61.40,H;6.70,N:3.96
（４）２－アセトアミド－２－（２－（４－ホルミルフェニル）エチル）プロパン－１，
３－ジオールの合成

２－アセトアミド－１，３－ジアセトキシ－２－（２－（４－ホルミルフェニル）エチル
）プロパン（３．４ｇ）のエタノール（１００ｍｌ）溶液にナトリウムエトキシド（１．
４６ｇ）を加え、室温で１．５時間撹拌した。反応液を濃縮後、氷水を注ぎ、酢酸エチル
にて抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後
、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶
媒；クロロホルム：メタノール＝９：１）にて精製して、標記化合物（１．７ｇ）を淡黄
色油状物質として得た。
1H-NMR（CDCl3）δ:2.00（2H,m）,2.01（3H,s）,2.70（2H,m）,3.70-3.90（4H,m）,4.45
（2H,brs）,6.36（1H,s）,7.35（2H,d,J=7.9Hz）,7,77（2H,d,J=7.9Hz）,9.94（1H,s）
MS（EI）:265（M+）
（５）２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（
２－（４－ホルミルフェニル）エチル）プロパンの合成

２－アセトアミド－２－（２－（４－ホルミルフェニル）エチル）プロパン－１，３－ジ
オール（９．７ｇ）のジメチルホルムアミド（１５０ｍｌ）溶液にイミダゾール（５．３
６ｇ）、第３級ブチルジメチルクロロシラン（１１．９ｇ）を加え、室温で２時間撹拌し
た。反応液に水（２００ｍｌ）を注ぎ、酢酸エチルにて抽出した。酢酸エチル層を飽和食
塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残
渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；ヘキサン：酢酸エチル＝４：１）
にて精製して、標記化合物（１３．５ｇ）を淡黄色油状物質として得た。
1H-NMR（CDCl3）δ:0.07（12H,s）,0,90（18H,s）,1.95（3H,s）,2.14（2H,m）,2.68（2H
,m）,3.66（2H,d,J=9.9Hz）,3.78（2H,d,J=9.9Hz）,5.60（1H,s）,7.36（2H,d,J=7.9Hz）
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,7.78（2H,d,J=7.9Hz）,9.96（1H,s）
IR（neat）:3365,3087,2954,1702cm-1

MS（EI）:493（M+）
元素分析:C26H47NO4Si2・1/5 H2O
計算値　C;62.78,H;9.60,N;2.82
分析値　C;62.59,H;9.64,N;2.66
（６）２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（
２－（４－（１－ヒドロキシ－５－フェニルペンチル）フェニル）エチル）プロパンの合
成

窒素雰囲気下、マグネシウム（０．２７ｇ）の無水テトラヒドロフラン（５ｍｌ）溶液に
、１－ブロモ－４－フェニルブタン（２．３５ｇ）の無水テトラヒドロフラン（５ｍｌ）
溶液を滴下し、１．５時間撹拌した。この溶液に、２－アセトアミド－１，３－ビス（第
３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（２－（４－ホルミルフェニル）エチル）プロ
パン（１．２ｇ）の無水テトラヒドロフラン（１５ｍｌ）溶液を滴下し、１時間撹拌した
。反応液に、３％塩酸を注ぎ、酢酸エチルにて抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水にて
洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリ
カゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；ヘキサン：酢酸エチル＝２：１）にて精製
して、標記化合物（１．２７ｇ）を無色透明油状物質として得た。
1H-NMR（CDCl3）δ:0.06（12H,s）,0.90（18H,s）,1.20-1.80（7H,m）,1.87（3H,s）,2.0
5（2H,m）,2.50-2.60（4H,m）,3.61（2H,d,J=9.9Hz）,3.72（2H,d,J=9.9Hz）,4.55（1H,t
,J=5.9Hz）,5.50（1H,s）,7.00-7.20（9H,m）
IR（neat）:3296,3086,3062,1657cm-1

MS（EI）:570（（M-AcNH）+）
（７）２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（
２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニル）エチル）プロパンの合成

窒素雰囲気下、ジメチルスルホキシド（０．３７ｍｌ）のジクロロメタン（８ｍｌ）溶液
に、－７８℃で、塩化オキサリル（０．２３ｍｌ）、続いて２－アセトアミド－１，３－
ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（２－（４－（１－ヒドロキシ－５－



(32) JP 4045364 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

フェニルペンチル）フェニル）エチル）プロパン（１．１ｇ）のジクロロメタン（７ｍｌ
）溶液を加え、同温にて１時間撹拌した。更に、トリエチルアミン（１．２ｍｌ）を加え
、室温まで昇温した。反応液に水を注ぎ、クロロホルムにて抽出した。クロロホルム層を
飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得ら
れた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；ヘキサン：酢酸エチル＝４
：１）にて精製して、標記化合物（０．９１ｇ）を無色透明油状物質として得た。
1H-NMR（CDCl3）δ:0.06（12H,s）,0.90（18H,s）,1.65-1.85（4H,m）,1.95（3H,s）,2.1
4（2H,m）,2.60-2.70（4H,m）,2.95（2H,t,J=7.3Hz）,3.66（2H,d,J=9.3Hz）,3.78（2H,d
,J=9.3Hz）,5.58（1H,s）,7.10-7.20（3H,m）,7.20-7.30（4H,m）,7.84（2H,d,J=8.6Hz）
IR（neat）:3313,1741,1684cm-1

MS（EI）:568（（M-AcNH）+）
元素分析:C36H59NO4Si2・1/2 H2O
計算値　C;68.09,H;9.52,N;2.21
分析値　C;68.05,H;9.54,N;2.19
（８）２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニル）
エチル）プロパン－１，３－ジオールの合成

２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（２－（
４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニル）エチル）プロパン（０．９ｇ）の
テトラヒドロフラン（１０ｍｌ）溶液に、氷冷下、テトラ－ｎ－ブチルアンモニウム　フ
ルオリド（１．２ｇ）のテトラヒドロフラン（５ｍｌ）溶液を加え、室温で１時間撹拌し
た。反応液に水を注ぎ、酢酸エチルにて抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水にて洗浄し
、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧下溶媒を留去し、２－アセトアミド－２－（２
－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニル）エチル）プロパン－１，３－
ジオールを残渣として得た。得られた残渣を水（５ｍｌ）－メタノール（５ｍｌ）－テト
ラヒドロフラン（３ｍｌ）に溶解し、水酸化リチウム１水和物（０．３ｇ）を加え、１．
５時間加熱還流した。反応液に水を注ぎ、酢酸エチルにて、抽出した。酢酸エチル層を飽
和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧下溶媒を留去して、白色固
体を得た。得られた白色固体をエタノール－酢酸エチル－ヘキサンから再結晶することに
より、標記化合物（２２０ｍｇ）を白色結晶として得た。融点＝１２６～１２７℃
1H-NMR（CDCl3）δ:1.60-1.80（6H,m）,2.00（4H,brs）,2.60-2.75（4H,m）,2.95（2H,t,
J=7.2Hz）,3.50-3.65（4H,m）,7.10-7.15（3H,m）,7.20-7.25（4H,m）,7.86（2H,d,J=7.9
Hz）
IR（KBr）:3349,3290,3025,1678cm-1

MS（EI）:355（M+）
元素分析:C22H29NO3
計算値　C;74.33,H;8.22,N;3.94
分析値　C;74.17,H;8.29,N;3.87
実施例２：２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニ
ル）エチル）プロパン－１，３－ジオールの合成（別法）
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（１）４－（２－ブロモエチル）ベンズアルデヒドの合成

窒素雰囲気下、ジクロロメチルメチルエーテル（６２ｍｌ）の塩化メチレン（４００ｍｌ
）溶液に４～５℃で四塩化チタン（７５ｍｌ）を１０分間で加え、更に５～７℃でフェネ
チルブロマイド（８５ｍｌ）の塩化メチレン（５０ｍｌ）溶液を５０分かけて加え、徐々
に室温まで昇温しながら５時間撹拌した。１０℃で、反応液に水（２００ｍｌ）を１時間
かけて加え、クロロホルム（２００ｍｌ）にて抽出した。クロロホルム層を水、飽和重曹
水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去し、褐色油状
物質（１６７ｇ）を得た。得られた褐色油状物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィー
（展開溶媒；ヘキサン：酢酸エチル＝２０：１）にて精製することにより、４－（２－ブ
ロモエチル）ベンズアルデヒド（３２．３ｇ）を黄色固体として得た。融点５０－５２℃
1H-NMR（270 MHz/CDCl3）δ:3.25（2H,t,J=7.3Hz）,3.61（2H,t,J=7.3Hz）,7.39（2H,d,J
=7.9Hz）,7.84（2H,d,J=7.9Hz）,9.99（1H,s）
MS（EI）m/z 213（M+）
（２）１－［４－（２－ブロモエチル）フェニル］－５－フェニルペンタン－１－オール
の合成

窒素気流下、マグネシウム（４．４ｇ）のテトラヒドロフラン（２０ｍｌ）溶液にジブロ
モエタン（１．６ｍｌ）を加え１０分間攪拌した。この反応溶液に１－ブロモ－４－フェ
ニルブタン（３８．８ｇ）のテトラヒドロフラン（３０ｍｌ）溶液を３０分間で加え、４
０分間撹拌した。得られたグリニア試薬を４－（２－ブロモエチル）ベンズアルデヒド（
３２．３ｇ）のテトラヒドロフラン（２５０ｍｌ）溶液中に氷冷下で３０分かけて滴下し
、室温で２時間攪拌した。この反応液に氷冷下、飽和塩化アンモニウム水溶液（２００ｍ
ｌ）を加え、酢酸エチル（２００ｍｌ）にて抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄
し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去し、褐色油状物質（７０．５ｇ）
を得た。得られた褐色油状物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；ヘキ
サン：酢酸エチル＝１０：１）にて精製することにより、１－［４－（２－ブロモエチル
）フェニル］－５－フェニルペンタン－１－オール（３２ｇ）を黄色油状物質として得た
。
1H-NMR（270 MHz/CDCl3）δ:1.30-1.90（7H,m）,2,59（2H,t,J=7.3Hz）,3.15（2H,t,J=7.
3Hz）,3.55（2H,t,J=7.3Hz）,4.65（1H,dt,J=2.0,5.3Hz）,7.10-7.20（5H,m）,7.20-7.35
（4H,m）
MS（EI）m/z 330（（M-17）+

（３）１－［４－（２－ブロモエチル）フェニル］－５－フェニルペンタン－１－オンの
合成

窒素気流下、ジメチルスルホキシド（１２．７ｍｌ）の塩化メチレン（３２０ｍｌ）溶液
に、－６８～－６５℃において、オキサリルクロリド（７．７ｍｌ）の塩化メチレン（３
２０ｍｌ）溶液を１０分で加え、同温で１０分間攪拌した。続いて１－［４－（２－ブロ
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モエチル）フェニル］－５－フェニルペンタン－１－オール（２０．７ｇ）の塩化メチレ
ン（８０ｍｌ）溶液を－６８～－６５℃において２０分間で加え、同温で１時間攪拌した
。更に同温でトリエチルアミン（４１．６ｍｌ）を１０分間で加え、徐々に０℃まで昇温
しながら２．５時間攪拌した。反応液を水（１００ｍｌ）、飽和食塩水（１００ｍｌ）で
洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去し、褐色油状物質を得た。得ら
れた褐色油状物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；ヘキサン：酢酸エ
チル＝２０：１）にて精製することにより、１－［４－（２－ブロモエチル）フェニル］
－５－フェニルペンタン－１－オン（１８．２ｇ）を黄色油状物質として得た。
1H-NMR（270 MHz/CDCl3）δ:1.65-1.90（4H,m）,2.67（2H,t,J=7.3Hz）,2.97（2H,t,J=7.
3Hz）,3.22（2H,t,J=7.3Hz）,3.59（2H,t,J=7.3Hz）,7.15-7.20（3H,m）,7.20-7.35（4H,
m）,7.90（2H,d,J=7.9Hz）
MS（EI）m/z 345（M+）
（４）１－［４－（２－ヨードエチル）フェニル］－５－フェニルペンタン－１－オンの
合成

１－［４－（２－ブロモエチル）フェニル］－５－フェニルペンタン－１－オン（１８．
２ｇ）、ヨウ化ナトリウム（９．５ｇ）の２－ブタノン（１８０ｍｌ）溶液を６０℃で３
．５時間攪拌した。反応液を水に注ぎ、酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和食塩水に
て洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去し、褐色油状物質（１９．２
ｇ）を得た。得られた褐色油状物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；
ヘキサン：酢酸エチル＝２０：１）にて精製することにより、１－［４－（２－ヨードエ
チル）フェニル］－５－フェニルペンタン－１－オン（１７．２ｇ）を黄色油状物質とし
て得た。
1H-NMR（270 MHz/CDCl3）δ:1.65-1.85（4H,m）,2.67（2H,t,J=7.3Hz）,2.97（2H,t,J=7.
9Hz）,3.23（2H,m）,3.36（2H,m）,7.10-7.20（3H,m）,7.20-7.35（4H,m）,7.90（2H,d,J
=8.6Hz）
MS（EI）m/z 392（M+）
IR（neat）cm-1:3025,2935,2858,1684,1571
（５）ジエチル　２－アセトアミド－２－｛２－［４－（１－オキソ－５－フェニルペン
チル）フェニル］エチル｝マロナートの合成

ジエチル　２－アセトアミドマロナート（３０．６ｇ）、ナトリウムエトキシド（７．６
ｇ）、モレキュラーシーブス３Ａ（５．５ｇ）のエタノール（８０ｍｌ）溶液を室温で２
０分間攪拌した後、１－［４－（２－ヨードエチル）フェニル］－５－フェニルペンタン
－１－オン（１８．４ｇ）のテトラヒドロフラン（６０ｍｌ）溶液を１０分間で加え、１
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５時間加熱還流した。反応液を水（２００ｍｌ）に注ぎ、酢酸エチルにて抽出した。有機
層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去し、褐色
油状物質（４０ｇ）を得た。得られた褐色油状物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィ
ー（展開溶媒；ヘキサン：酢酸エチル＝２：１）にて精製することにより、ジエチル　２
－アセトアミド－２－｛２－［４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニル］エ
チル｝マロナート（１３．８ｇ）を淡黄色油状物質として得た。
1H-NMR（270 MHz/CDCl3）δ:1.25（6H,t,J=7.3Hz）,1.65-1.85（4H,m）,1.98（3H,s）,2,
50-2.60（2H,m）,2.65-2.80（4H,m）,2.90-3.00（2H,m）,4.15-4.30（4H,m）,6.78（1H,s
）,7.15-7.30（7H,m）,7.84（2H,d,J=8.6Hz）
MS（EI）m/z 482（M+1）+

IR（neat）cm-1:3381,2981,2937,1739,1681,1606
（６）ジエチル　２－アセトアミド－２－｛２－［４－（１，１－エチレンジオキシ－５
－フェニルペンチル）フェニル］エチル｝マロナートの合成

ジエチル　２－アセトアミド－２－｛２－［４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）
フェニル］エチル｝マロナート（１３．５ｇ）、エチレングリコール（３．１ｍｌ）、ｐ
－トルエンスルホン酸（０．５３ｇ）のベンゼン（１３５ｍｌ）溶液をDean-Stark装置で
脱水しながら２０時間加熱還流した。反応液をトリエチルアミン（２．４ｍｌ）で処理し
た後、酢酸エチル（２００ｍｌ）を加え、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウム
で乾燥後、減圧下溶媒を留去し、淡黄色油状物質（１５．９ｇ）を得た。得られた淡黄色
油状物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；ヘキサン：酢酸エチル＝１
：１）にて精製することにより、ジエチル　２－アセトアミド－２－｛２－［４－（１，
１－エチレンジオキシ－５－フェニルペンチル）フェニル］エチル｝マロナート（１４．
１ｇ）を無色透明油状物質として得た。
1H-NMR（270 MHz/CDCl3）δ:1.25（6H,t,J=7.3Hz）,1.30-1.45（2H,m）,1.50-1.60（2H,m
）,1.85-1.95（2H,m）,1.98（3H,s）,2.45-2.60（4H,m）,2.65-2.65（2H,m）,3.70-3.75
（2H,m）,3.95-4.00（2H,m）,4.15-4.30（4H,m）,6.77（1H,s）,7.05-7.25（7H,m）,7.33
（2H,d,J=8.6Hz）
MS（EI）m/z 525（M+）
IR（neat）cm-1:3410,2942,1739,1683,1496
（７）２－アセトアミド－２－｛２－［４－（１，１－エチレンジオキシ－５－フェニル
ペンチル）フェニル］エチル｝プロパン－１，３－ジオールの合成
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水素化アルミニウムリチウム（２．０ｇ）のテトラヒドロフラン（１００ｍｌ）溶液に、
ジエチル　２－アセトアミド－２－｛２－［４－（１，１－エチレンジオキシ－５－フェ
ニルペンチル）フェニル〕エチル｝マロナート（１４．０ｇ）のテトラヒドロフラン（５
０ｍｌ）溶液を３～１３℃において３０分で滴下し、室温で２時間攪拌した。反応液に飽
和硫酸ナトリウム水溶液（２７ｍｌ）を滴下し、室温で１時間攪拌した。沈殿物をセライ
ト癒過し、濾液を減圧下濃縮することにより無色透明油状物質（１１．７ｇ）を得た。得
られた無色透明油状物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；クロロホル
ム：メタノール＝２０：１）にて精製することにより、２－アセトアミド－２－｛２－［
４－（１，１－エチレンジオキシ－５－フェニルペンチル）フェニル］エチル｝プロパン
－１，３－ジオール（５．８ｇ）を無色透明油状物質として得た。
1H-NMR（270 MHz/CDCl3）δ:1.30-1.45（2H,m）,1.50-1.65（2H,m）,1.80-2.00（4H,m）,
1.96（3H,s）,2.54（2H,m）,2.64（2H,m）,3.55-3.65（2H,m）,3.70-3.80（2H,m）,3.80-
3.90（2H,m）,3.95-4.05（2H,m）,5.98（1H,s）,7.05-7.25（4H,m）,7.10-7.15（3H,m）,
7.20-7.25（7H,m）,7.35（2H,d,J=8.6Hz）
MS（EI）m/z 441（M+）
IR（neat）cm-1:3323,2945,1652
（８）２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニル）
エチル）プロパン－１，３－ジオールの合成

２－アセトアミド－２－｛２－［４－（１，１－エチレンジオキシ－５－フェニルペンチ
ル）フェニル］エチル｝プロパン－１，３－ジオール（５．５ｇ）、濃塩酸（７ｍｌ）、
水（２０ｍｌ）のテトラヒドロフラン（２００ｍｌ）溶液を７時間加熱還流した。１Ｎ水
酸化ナトリウムでｐＨ１２にした後、酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和食塩水にて
洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去し、黄色固体（４．７ｇ）を得
た。得られた黄色固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；クロロホルム
：メタノール＝９：１）にて精製することにより、白色固体（３．７６ｇ）を得た。得ら
れた白色固体を酢酸エチルにて結晶化し、得られた結晶を酢酸エチル－エタノールから再
結晶することにより、２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチ
ル）フェニル）エチル）プロパン－１，３－ジオール（２．３４ｇ）を白色結晶として得
た。融点１２６－１２７℃



(37) JP 4045364 B2 2008.2.13

10

20

30

40

1H-NMR（270 MHz/CDCl3）δ:1.60-1.80（6H,m）,2.00（4H,brs）,2,60-2.75（4H,m）,2.9
5（2H,t,J=7.2Hz）,3.50-3.65（4H,m）,7.10-7.15（3H,m）,7.20-7.25（4H,m）,7.86（2H
,d,J=7.9Hz）
MS（EI）m/z 355（M+）
IR（neat）cm-1:3349,3290,3025,1678
元素分析C22H29NO3
計算値　C,74.33;H,8.22;N,3.94
分析値　C,74.35;H,8.38;N,3.86
実施例３：２－アセトアミド－１，３－ジアセトキシ－２－（２－（４－（１－オキソ－
５－フェニルペンチル）フェニル）エチル）プロパンの合成
２－アセトアミド－２－（２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチル）フェニル）
エチル）プロパン－１，３－ジオールをピリジンに溶解し、氷冷下、無水酢酸を加え、室
温で放置する。反応液を塩酸水溶液に注ぎ、酢酸エチルにて抽出する。有機層を炭酸水素
カリウム水溶液および飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、溶媒を
留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製することにより、２－アセ
トアミド－１，３－ジアセトキシ－２－（２－（４－（１－オキソ－５－フェニルペンチ
ル）フェニル）エチル）プロパンを得る。
調製例１：２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－６－フェニルヘキシル）フェニ
ル）エチル）プロパン－１，３－ジオールの合成
（１）２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（
２－（４－（１－ヒドロキシ－６－フェニルヘキシル）フェニル）エチル）プロパンの合
成

２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（２－（
４－ホルミルフェニル）エチル）プロパン（３．０ｇ）および１－ブロモー５－フェニル
ペンタン（４．１ｇ）を用いて実施例１（６）と同様に反応処理することにより、標記化
合物（２．７ｇ）を淡黄色油状物質として得た。
1H-NMR（CDCl3）δ:0.06（12H,s）,0.84（18H,s）,1.20-1.80（9H,m）,1.87（3H,s）,2.0
4（2H,m）,2.49-2.56（4H,m）,3.61（2H,d,J=9.2Hz）,3.72（2H,d,J=9.2Hz）,4.54（1H,t
,J=6.6Hz）,5.50（1H,s）,7.07-7.11（5H,m）,7.15-7.23（4H,m）
MS（EI）:584（（M-AcNH）+）
（２）２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（
２－（４－（１－オキソ－６－フェニルヘキシル）フェニル）エチル）プロパンの合成
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２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（２－（
４－（１－ヒドロキシ－６－フェニルヘキシル）フェニル）エチル）プロパン（２．２ｇ
）を実施例１（７）と同様に反応処理することにより、標記化合物（２．１ｇ）を淡黄色
油状物質として得た。
1H-NMR（CDCl3）δ:0.06（12H,s）,0.83（18H,s）,1.35（2H,m）,1.54-1.75（4H,m）,1.8
9（3H,s）,2.06（2H,m）,2.53-2.62（4H,m）,2.86（2H,t,J=7.3Hz）,3.60（2H,d,J=9.2Hz
）,3.71（2H,d,J=9.2Hz）,5.52（1H,s）,7.07-7.11（3H,m）,7.12-7.23（4H,m）,7.78（2
H,d,J=8.6Hz）
IR（neat）:3311,2952,2929,1683,1657cm-1

MS（EI）:582（（M-AcNH）+）
元素分析:C37H61NO4Si2・1/5 H2O
計算値　C;68.96,H;9.60,N;2.17
分析値　C;68.99,H;9.72,N;2.20
（３）２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－６－フェニルヘキシル）フェニル）
エチル）プロパン－１，３－ジオールの合成

２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（２－（
４－（１－オキソ－６－フェニルヘキシル）フェニル）エチル）プロパン（２．０ｇ）を
実施例１（８）と同様に反応処理することにより、標記化合物（３１０ｍｇ）を白色結晶
物質として得た。融点＝１１８－１２０℃
1H-NMR（CDCl3）δ:1.42（2H,m）,1.61-1.81（6H,m）,2.00-2.30（4H,brs）,2.62（2H,t,
J=7.3Hz）,2.70（2H,m）,2.92（2H,t,J=7.3Hz）,3.52（2H,d,J=10.6Hz）,3.61（2H,d,J=1
0.6Hz）,7.14-7.18（3H,m）,7.19-7.29（4H,m）,7.86（2H,d,J=8.6Hz）
IR（KBr）:3352,2933,1676cm-1

MS（EI）:369（M+）
元素分析:C23H31O3・H2O
計算値　C;71.29,H;8.58,N;3.61
分析値　C;71.50,H;8.32,N;3.58
調製例２：２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－７－フェニルヘプチル）フェニ
ル）エチル）プロパン－１，３－ジオールの合成
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（１）２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（
２－（４－（１－ヒドロキシ－７－フェニルヘプチル）フェニル）エチル）プロパンの合
成

２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（２－（
４－ホルミルフェニル）エチル）プロパン（３．０ｇ）および１－ブロモ－６－フェニル
ヘキサン（３．１ｇ）を用いて実施例１（６）と同様に反応処理することにより、標記化
合物（２．６ｇ）を淡黄色油状物質として得た。
1H-NMR（CDCl3）δ:0.06（12H,s）,0.84（18H,s）,1.20-2.10（16H,m）,2.45-2.55（4H,m
）,3.64（2H,d,J=9.2Hz）,3.72（2H,d,J=9.2Hz）,4.55（2H,t,J=6.6Hz）,5.50（1H,s）,7
.05-7.20（9H,m）
IR（neat）:3304,3086,3026,2929,1741cm-1

MS（EI）:656（M+）
（２）２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（
２－（４－（１－オキソ－７－フェニルヘプチル）フェニル）エチル）プロパンの合成

２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（２－（
４－（１－ヒドロキシ－７－フェニルヘプチル）フェニル）エチル）プロパン（２．２ｇ
）を実施例１（７）と同様に反応処理することにより、標記化合物（１．８ｇ）を無色透
明油状物質として得た。
1H-NMR（CDCl3）δ:0.06（12H,s）,0.84（18H,s）,1.25-1.35（4H,m）,1.50-1.75（4H,m
）,1.89（3H,s）,2.07（2H,m）,2.50-2.65（4H,m）,2.85（2H,t,J=7.3Hz）,3.60（2H,d,J
=9.2Hz）,3.71（2H,d,J=9.2Hz）,5.52（1H,s）,7.05-7.15（3H,m）,7.18-7.24（4H,m）,7
.79（2H,d,J=7.9Hz）
IR（neat）:3313,2929,2856,1684,1606cm-1

MS（EI）:596（（M-AcNH）+

元素分析:C38H63NO4Si2・1/5 H2O
計算値　C;69.40,H;9.72,N;2.13
分析値　C;69.12,H;9.65,N;2.02
（３）２－アミノ－２－（２－（４－（１－オキソ－７－フェニルヘプチル）フェニル）
エチル）プロパン－１，３－ジオールの合成
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２－アセトアミド－１，３－ビス（第３級ブチルジメチルシリルオキシ）－２－（２－（
４－（１－オキソ－７－フェニルヘプチル）フェニル）エチル）プロパン（１．８ｇ）を
実施例１（８）と同様に反応処理することにより、標記化合物（３９０ｍｇ）を白色結晶
物質として得た。融点＝１２１－１２２℃
1H-NMR（CDCl3）δ:1.30-1.45（4H,m）,1.55-1.75（6H,m）,2.00-2.20（4H,brs）,2.60（
2H,t,J=7.9Hz）,2.71（2H,m）,3.52（2H,d,J=10.6Hz）,3.61（2H,d,J=10.6Hz）,7.13-7.2
0（3H,m）,7.20-7.30（4H,m）,7.86（2H,d,J=8.6Hz）
IR（KBr）:3288,2929,2854,1676cm-1

MS（EI）:383（M+）
元素分析:C24H33NO3・1/5 H2O
計算値　C;74.46,H;8.70,N;3.62
分析値　C;74.54,H;8.77,N;3.58
処方例
（１）錠剤
下記組成の本発明化合物含有錠剤を製造する。
化合物（Ｉ）　　　　　　　　　１ｍｇ
乳糖　　　　　　　　　　　　９０ｍｇ
結晶セルロース　　　　　　　２５ｍｇ
ステアリン酸マグネシウム　　　４ｍｇ
（２）ソフトカプセル剤（１カプセル中）
化合物（Ｉ）　　　　　　　　　　　　３０ｍｇ
ポリエチレングリコール－３００　　３００ｍｇ
ポリソルベート　　　　　　　　　　　２０ｍｇ
製造方法
本発明の化合物にポリエチレングリコール－３００およびポリソルベート８０を加え、ソ
フトカプセルに充填して調製する。
（３）注射剤（１アンプル　１０ｍｌ中）
化合物（Ｉ）　　　　　　　　　　　０．３％
ポリエチレングリコール－３００　　　２０％
エタノール　　　　　　　　　　　　　６０％
注射用蒸留水で全量１０ｍｌとする。
製造方法
本発明の化合物にエタノールおよびポリエチレングリコール－３００を加えて溶解し、注
射用蒸留水を加えて全容とする。
１アンプル１０ｍｌ中本発明の化合物３０ｍｇを含有した注射剤を得る。
（４）５％軟膏
本発明の化合物　　　１ｇ
親水ワセリン　　　１９ｇ
製造方法
本発明の化合物１ｇを親水ワセリン１９ｇに６０℃で加温溶解し、撹拌冷却して本発明化
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合物の５％軟膏を調製する。
（５）５％軟膏
本発明の化合物　　　１ｇ
プラスチベース　　１９ｇ
製造方法
本発明化合物１ｇをプラスチベース（ゲル炭化水素）１９ｇと共に乳鉢中で３０分間十分
に混合し、本発明化合物の５％軟膏を調製する。
（６）坐剤
本発明の化合物　　　　　　　　３０ｍｇ
ウイテップゾールＨ１５　　７２．４７ｇ
製造方法
７２．４７ｇのウイテップゾールＨ１５を４０℃で溶融し、本発明化合物３０ｍｇを加え
て撹拌し、分散させる。均一に混合したものを１個７２５ｍｇとなるようにコンテナに充
填し、７２５ｍｇ中、本発明化合物０．３ｍｇを含有する坐剤を得る。
（７）点眼剤
本発明の化合物　　　　　　　　　　　　０．２ｇ
ポリビニルアルコール　　　　　　　　　０．２ｇ
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油６０　　０．１ｇ
リン酸水素二ナトリウム　　　　　　　　０．５ｇ
リン酸二水素ナトリウム　　　　　　　　０．１ｇ
塩化ナトリウム　　　　　　　　　　　　０．８ｇ
塩化ベンゼトニウム　　　　　　　　０．００７ｇ
滅菌精製水を加えて全量１００ｍｌとする。
製造方法
滅菌精製水７０ｍｌにポリビニルアルコール０．２ｇを加え、撹拌しながら７０℃に加温
して溶解する。この液に０．１ｇのポリオキシエチレン硬化ヒマシ油６０を混和し、均一
に分散した後、この混合液を室温まで冷却する。この液に本発明化合物０．２ｇ、リン酸
水素二ナトリウム０．５ｇ、リン酸二水素ナトリウム０．１ｇ、塩化ナトリウム０．８ｇ
および塩化ベンゼトニウム０．００７ｇを溶解し、この液に滅菌精製水を加えて全量を１
００ｍｌとし、本発明化合物の点眼剤を得る。
（８）点鼻剤
本発明の化合物　　　　　　０．４ｇ
クエン酸ナトリウム　　　　０．２ｇ
ポリソルベート８０　　　　０．１ｇ
グリセリン　　　　　　　　２．６ｇ
塩化ベンゼトニウム　　０．００７ｇ
滅菌精製水を加えて全量１００ｍｌとする。
製造方法
滅菌精製水７０ｍｌに本発明化合物０．４ｇ、クエン酸ナトリウム０．２ｇ、０．１ｇの
ポリソルベート８０、グリセリン２．６ｇおよび塩化ベンゼトニウム０．００７ｇを溶解
後、この液に滅菌精製水を加えて全量を１００ｍｌとし、本発明化合物の点鼻剤を得る。
（９）２％ローション剤
本発明の化合物　　　　　１００ｍｇ
イソプロピルミリステート　　１ｍｌ
エタノール　　　　　　　　　４ｍｌ
製造方法
本発明化合物１００ｍｇにイソプロピルミリステート１ｍｌおよびエタノール４ｍｌを室
温下で添加して溶解させることにより、本発明化合物の２％含有ローション剤を得る。
以下に実験例を挙げて、本発明の作用・効果をさらに詳細に説明する。
免疫抑制活性測定法としては、マウス、ラットあるいはヒトのリンパ球を用いて種々の免
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疫反応を測定する方法がある。例えばマウス、ラット、ヒトの同種リンパ球混合反応（同
種MLR）を用いることにより、免疫抑制活性を感度よく測定することができる。
同種MLRとは、同種でしかも主要組織適合性抗原が異なる２個体由来のリンパ球、例えば
脾細胞、リンパ節細胞、末梢血リンパ球等を混合培養することによって誘導されるリンパ
球の幼若化反応である。また、同種MLRは、リンパ球の供与者間の主要組織適合性抗原の
違いを反映し誘導される現象であり、一卵性双生児のリンパ球の混合培養によるリンパ球
の幼若化現象は認められない。同種MLRは、臓器移植における供与者－受容者の選択に広
く用いられている方法でもある。
通常、同種MLRを行う場合には、一方のリンパ球をＸ線照射あるいはマイトマイシンＣ処
理等を行うことによって、分裂増殖を阻止した状態で刺激細胞として用い、他方のリンパ
球（反応細胞）の幼若化反応を測定する方法（oneway-MLR）が行われている。
さらに、免疫抑制活性は、同種MLRの際に誘導される主要組織適合性抗原拘束性を有する
細胞障害性Ｔ細胞の誘導を抑制する活性としても測定することができる。
また、免疫抑制活性は、同種MLRの他に、種々のマイトージェン（コンカナバリンＡ、フ
ィトヘムアグルチニン、ポークウィードマイトージェン等）の刺激により誘導されるリン
パ球の幼若化反応を抑制する活性、またはＴ細胞、Ｂ細胞等のリンパ球の分裂増殖を増強
もしくは分化を促進する活性を有するようなサイトカイン（インターロイキン１、２、３
、４、５、６等）により誘導されるリンパ球の分裂増殖反応または機能の発現を抑制する
活性としても評価することができる。さらに、これらサイトカインのＴ細胞、マクロファ
ージ等からの産生を抑制する活性としても評価することが可能である。
さらに、化合物をマウス等に腹腔内、経口、静脈内、皮内、皮下または筋肉内投与をする
ことによって、例えば同種細胞等で予め免疫されたマウスの脾細胞中に誘導される同種細
胞特異的細胞障害性Ｔ細胞の誘導を抑制する活性、ならびに同種細胞等で免疫したマウス
の血清中に産生される同種細胞特異抗体の産生を抑制する活性として評価することができ
る。また、化合物をラット、イヌ等に投与することによって、これらの実験動物の皮膚、
心臓、肝臓、腎臓等の臓器を同種間で移植した際に起こる拒絶反応、あるいは移植片対宿
主反応（GvHR）および宿主対移植片反応（HvGR）を抑制する活性として評価することがで
きる。さらに、化合物をマウス、ラット等に投与することによって、遅延型過敏症反応、
アジュバント関節炎、実験的アレルギー性脳脊髄炎、実験的自己免疫性ぶどう膜炎等を抑
制する活性としても評価することができる。
さらに、自己免疫疾患の自然発症モデル動物であるMRL/lprマウス、NZB/WF1マウス、BXSB
マウス、NODマウス等に化合物を投与するこによる、例えば抗DNA抗体の産生、リウマチ因
子の産生、腎炎、リンパ球の増殖異常、尿タンパク等の抑制活性あるいは延命効果として
も評価することができる。
実験例１（ラット同種リンパ球混合反応に対する抑制作用）
ラット同種リンパ球混合反応（以下、ラット同種MLRと称する）は、反応細胞としてF344
ラットのナイロンウール非付着性脾細胞を、刺激細胞としてWKAHラットの脾細胞をマイト
マイシンＣ処理したものを用い、両者を等比で混合培養することによって行う。
反応細胞の調製法としては、以下の方法で行う。４～１０週齢のF344ラットより脾臓を摘
出し、熱不活化牛胎児血清（以下、FCSと称する）を５％添加したRPMI1640培地（硫酸カ
ナマイシン６０μｇ／ｍｌ、ペニシリンＧカリウム１００単位／ｍｌ、Ｎ－２－ヒドロキ
シエチルピベラジン－Ｎ′－２－エタンスルホネート１０ｍＭ、０．１％炭酸水素ナトリ
ウム、Ｌ－グルタミン２ｍＭ含有）を用いて、脾細胞の単細胞浮遊液を得る。溶血処理後
、脾細胞をナイロンウールカラムに通し、非付着性細胞を回収する。ナイロン非付着性細
胞を１０-4Ｍの２－メルカプトエタノールおよび１０％FCSを含むRPMI1640培地を用いて
、１０7個／ｍｌに調製し、反応細胞浮遊液として用いる。
刺激細胞は以下の方法で調製する。４～１０週齢のWKAHラットより脾臓を摘出し、RPMI16
40培地を用いて脾細胞の単細胞浮遊液を得る。溶血処理後、４０μｇ／ｍｌマイトマイシ
ンＣで３７℃、６０分間の処理を行う。３回洗浄後、１０-4Ｍの２－メルカプトエタノー
ルおよび１０％FCSを含むRPMI1640培地を用いて、１０7個／ｍｌに調製し、刺激細胞浮遊
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液として用いる。
上述した方法により調製した反応細胞浮遊液５０μｌと刺激細胞浮遊液５０μｌおよび１
０％FCSを含むRPMI1640培地を用いて調製した被検体１００μｌとを、９６穴平底マイク
ロテストプレートに加え、３７℃で５％炭酸ガス９５％空気の条件下で４日間培養を行う
。
ラット同種MLRにおけるリンパ球の幼若化反応の測定法としては、3Ｈ－チミジンの取り込
みを指標とする方法を用いる。即ち、培養終了後に3Ｈ－チミジン１８．５ＫＢｑ／ウェ
ルを添加し、４時間培養後、セルハーベスターにて細胞を収集し、細胞内に取り込まれた
放射活性を液体シンチレーションカウンターにて測定し、ラット同種MLRのリンパ球幼若
化の指標とする。ラット同種MLRの抑制活性は、下式により抑制率を算出し評価する。

本発明の化合物はラット同種リンパ球混合反応に対して、約１～約５０ｎＭのIC50値（５
０％抑制する濃度）を示す。
実験例２（インターロイキン２（IL-2）により誘導されるIL-2依存性マウスＴ細胞株CTLL
-2の増殖に対する抑制作用）
IL-2依存性マウスＴ細胞株CTLL-2を１０％FCSを含むRPMI1640培地にて２×１０5個／ｍｌ
に調製する。この細胞浮遊液５０μｌと、リコンビナントヒトIL-2（rh-IL-2）４０Ｕ／
ｍｌを５０μｌ、および１０％FCSを含むRPMI1640培地を用いて調製した被検体１００μ
ｌとを９６穴平底マイクロテストプレートに加え、３７℃、５％炭酸ガス９５％空気の条
件下で６８時間培養を行う。培養終了後、各ウエルの上清１００μｌを除去し、５ｍｇ／
ｍｌのMTT（３－（４，５－ジメチルチアゾール－２－イル）－２，５－ジフェニルテト
ラゾリウムブロマイド）溶液を２０μｌずつ各ウエルに添加し、４時間、３７℃でインキ
ュベートする。その後、１０％ドデシル硫酸ナトリウムを含む０．０１Ｎ塩酸溶液１００
μｌを加え、一晩３７℃でインキュベートし、形成された紫色のホルマザンの結晶を溶解
させ、マイクロプレート吸光光度計を用いて５７０ｎｍにおける吸光度を測定し、IL-2依
存性のCTLL-2細胞の増殖の指標とする。IL-2依存性増殖の抑制率（％）は下式により算出
する。

本発明の化合物は、マウスＴ細胞株CTLL-2のIL-2依存性増殖に対して、約１～約５０ｎＭ
のIC50値（５０％抑制する濃度）を示す。
実験例３（マウス遅延型過敏症反応に対する抑制作用）
５週齢の雌性BALB/cマウスの背部皮下に０．２５％のメチル化ヒト血清アルブミン（以下
、MeHSAと略す）溶液の０．１ｍｌを注射して感作を行う。感作後４日目にマウスの右後
肢の容積を足容積測定装置（TK-102；ニューロサイエンス株式会社）を用いて測定した後
、０．２５％のMeHSA溶液の２５μｌをマウスの右後肢足蹠に注射して遅延型過敏症反応
（以下、DTH反応と略す）を惹起し、その２４時間後、すなわち、感作後５日目に再度右
後肢の容積を測定する。５日目の右後肢の容積から４日目の容積を引いた値、すなわち、
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右後肢足蹠の腫脹をDTH反応の指標として、被験化合物の評価を行う。この際、マウスの
体重、胸腺および脾臓の湿重量ならびに末梢白血球数についても併せて測定する。なお、
被験化合物は感作日から５日間連日経口投与する。
本発明の化合物は０．１～１０ｍｇ／ｋｇの投与により、統計学的に有意なDTH反応の抑
制作用を示す。
実験例４（ラット宿主対移植片反応に対する抑制作用）
４～５週齢の雄性WKAHラットより脾臓を摘出し、RPMI1640培地（硫酸カナマイシン６０μ
ｇ／ｍｌ、ペニシリンＧカリウム１００単位／ｍｌ、Ｎ－２－ヒドロキシエチルピペラジ
ン－Ｎ′－２－エタンスルホネート１０ｍＭ、０．１％炭酸水素ナトリウム、Ｌ－グルタ
ミン２ｍＭ含有）を用いて、脾細胞の単細胞浮遊液を得る。溶血処理後、RPMI1640培地を
用いて３回洗浄し、注射用生理食塩水にて５×１０7個／ｍｌに調製する。この脾細胞浮
遊液１００μｌを４週齢の雄性LEWラットの右後肢足蹠に注射することにより、宿主対移
植片反応（以下、HvG反応と略す）を惹起する。細胞移入後４日目に左右の膝嚆リンパ節
を摘出し、その重量を測定する。右の膝嚆リンパ節重量から左の膝嚆リンパ節重量を引い
た値をHvG反応の指標として被験化合物の評価を行う。また、細胞移入後４日目にラット
の尾静脈より血液を採取し、末梢白血球数を動物用自動血球計数器（MEK-5158；日本光電
工業株式会社）を用いて測定する。被験化合物は細胞移入日から４日間連日経口または静
脈内投与する。
実験例５（ラット移植片対宿主反応に対する抑制作用）
移植片対宿主反応（以下、GvH反応と略す）には全身性GvH反応と局所性GvH反応との２種
類がある。全身性GvH反応は５週齢の雌性（LEWxBN）F1ラットに１５０ｍｌ／ｋｇのシク
ロホスファミドを静脈内投与し、その翌日に５週齢の雌性LEWラットの脾細胞の５×１０7

個を静脈内に移入することにより惹起する。全身性GvH反応惹起後の生存日数を求めるこ
とにより、被験化合物の評価を行う。局所性GvH反応は５週齢の雌性（LEWxBN）F1ラット
の右後肢足蹠皮下に５週齢の雄性LEWラットの脾細胞の２×１０7個を移入し、７日目に膝
嚆リンパ節を摘出してその重量を測定する。被験化合物は全身性GvH反応では３０日間、
局所性GvH反応では７日間、いずれも細胞移入日より連日経口投与する。
実験例６（ラット抗ヒツジ赤血球抗体産生に対する抑制作用）
４～６週齢の雄性F344ラットの静脈内に１×１０8個のヒツジ赤血球を注射して免疫する
。免疫後４日目に脾臓を摘出し、脾臓中の抗ヒツジ赤血球抗体産生細胞数をヒツジ赤血球
とモルモット補体を用いる直接溶血プラーク形成法により測定する。この際、ラットの体
重、胸腺および脾臓の湿重量、脾臓細胞数についても併せて測定する。なお、被験化合物
は免疫日から４日間連日経口投与する。
実験例７（ラットアジュバント関節炎に対する抑制作用）
アジュバントとして結核死菌（R35Hv-1株）０．５ｍｇを０．１ｍｌの流動パラフィンに
懸濁し、８週齢の雄性LEWラットの尾根部皮下に接種する。アジュバント接種後２１日目
まで関節炎の発症の有無を観察し、関節炎の発症日および発症率を求める。また、足容積
測定装置（TK-102；ニューロサイエンス株式会社）を用いてラットの右後肢足蹠の腫脹を
経時的に測定する。さらに、２１日目にラットの後肢のレントゲン写真を撮影し、関節破
壊の程度を判定する。被験化合物はアジュバント接種日から２１日間連日経口または静脈
内投与する。
被験化合物未投与の場合には、アジュバント接種により７例中全例において関節炎の発症
が認められ、発症日の平均は９．６±０．５日であった。また、後肢足蹠の腫脹および関
節の破壊が認められた。
本発明の化合物は０．１～１０ｍｇ／ｋｇの投与量においてアジュバント関節炎の発症日
を統計学的に有意に遅延させ、発症率を減少させるとともに、後肢足の腫張および関節の
破壊を有意に抑制する。
実験例８（ラットコラーゲン関節炎に対する抑制作用）
７～８週齢の雄性Sprague-DawleyラットにウシII型コラーゲンを２ｍｇ／ｍｌ含有する０
．１Ｎ酢酸溶液とFreundの不完全アジュバントを容積比１：１で混和して作製したエマル
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ジョンの１ｍｌを皮内５箇所に分割して注射する。７日後に同様に作製したコラーゲンエ
マルジョンの０．２ｍｌを尾根皮内に注射して追加免疫を行う。ラットの右後肢足蹠の腫
脹を足容積測定装置（TK-102；ニューロサイエンス株式会社）を用いて経時的に測定する
。
また、コラーゲンによる初回免疫後１０日目および２１日目に血液を採取し、血清中の抗
II型コラーゲン抗体価をELISA法を用いて測定する。被験化合物は初回免疫日から２１日
間連日経口または静脈内投与する。
実験例９（ラット実験的アレルギー性脳脊髄炎に対する抑制作用）
モルモットの脊髄より分離精製したmyelin basic protein（MBP）の１００μｇと結核死
菌（Mycobacterium tuberculosis H37 RA）１００μｇを含むFreundの完全アジュバント
のエマルジョンの０．１ｍｌを８週齢の雌性ＬＥＷラットの右後肢足蹠皮内に注射して免
疫し、免疫後の身体症状の経時的変化を以下の６段階の基準に従って評価する。
スコア０：無症状
１：尾の弱り
２：後肢の弱り
３：片方の後肢の麻痺
４：両方の後肢の麻痺
５：失禁または死亡
また、MBPによる免疫後２０日目にラットの脊髄を摘出して組織切片を作製し、ヘマトキ
シレン・エオジン法にて染色した後、その病理像を検討する。被験化合物は免疫日から２
０日間連日経口投与する。
実験例１０（ラット実験的自己免疫性ぶどう膜炎に対する抑制作用）
ウシ網膜より分離精製した可溶性抗原（s-antigen）３０μｇと結核死菌（Mycobacterium
 tuberculosis H37 RA）１００μｇを含むFreundの完全アジュバントのエマルジョンの０
．１ｍｌを８週齢の雌性LEWラットの右後肢足蹠皮内に注射して免疫し、免疫後のぶどう
膜炎の発症と重症度を経時的に観察する。なお、ぶどう膜炎の重症度の判定は以下の基準
に従って行う。
スコア０：炎症なし
１：軽度（虹彩の充血と前房中への滲出物出現）
２：中程度（小さい前房蓄膿）
３：強度（著しい前房蓄膿と眼球突出）
また、s-antigenによる免疫後１５日目に眼球を摘出して組織切片を作製し、ヘマトキシ
レン・エオジン法にて染色した後、その病理像を以下の基準に従って検討する。
スコア０：炎症性細胞の浸潤なし
１：わずかな細胞浸潤
２：軽度な細胞浸潤
３：中程度の細胞浸潤および視細胞層の部分的破壊
４：著しい細胞浸潤および視細胞層の完全な破壊
なお、被験化合物は免疫日から１５日間連日経口投与する。
実験例１１（全身性エリテマトーデス自然発症モデルMRL/lprマウスに対する延命効果）
雄性MRL/lprマウスに被験化合物を経口投与する。予防効果を評価する際は８週齢から４
５週齢まで、治療効果を評価する際は１６週齢から２０週齢まで毎日投与する。投与期間
中の生存率を記録するとともに、経時的に採血および採尿して血漿中の抗核抗体価、リウ
マチ因子および尿中のタンパク量を測定する。
実験例１２（ラット同種皮膚移植における移植片の生着延長効果）
４週齢の雄性WKAHラットまたは４週齢の雄性LEWラットの全層皮膚移植片（1.5×1.5cm）
を４週齢の雄性F344ラットの背部移植床に縫合により移植を行い、無菌のガーゼでおおい
包帯する。包帯は移植後５日目に除去し、移植片が拒絶されるまで毎日観察を行う。皮膚
移植片の拒絶は移植片の上皮の９０％以上が壊死を起こし褐色になった時点で判定する。
移植した日から拒絶された時点までの日数を移植片の生着日数とする。被験化合物は移植
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日から１日１回、１４日間反復して腹腔内、静脈内あるいは経口投与を行う。
媒体のみを投与した対照群では、WKAHラットの皮膚をF344ラットに移植した際の平均生着
日数は７．０±０．０日であった。本発明の化合物（Ｉ－ａ）を１ｍｇ／ｋｇおよび１０
ｍｇ／ｋｇの用量で経口投与した際の結果を図１に示す。なお、比較化合物１は国際公開
ＷＯ９４／０８９４３号公報に記載の２－アミノ－２－（２－（４－（４－フェニルブチ
ルオキシ）フェニル）エチル）プロパン－１，３－ジオールを、比較化合物２は国際公開
ＷＯ９６／０６０６８号公報に記載の２－アミノ－２－メチル－２－（２－（４－（４－
フェニル）ブチルオキシ）フェニル）ブタノールをそれぞれ意味する。
図１に示す通り、WKAHラットの皮膚をF344ラットに移植した際の本発明化合物投与時の平
均生着日数は１６．６±１．２日であり、また、比較化合物１および比較化合物２の平均
生着日数は、それぞれ１１．９±０．７日、１５．６±１．４日であった。すなわち、本
発明化合物は対照群および比較化合物１投与群と比べて統計学的に有意に移植片の生着日
数を延長させた。また、比較化合物２に対しては同等の生着延長効果を示した。
一方、LEWラットの皮膚をF344ラットに移植した際の平均生着日数は８．２±０．４日で
あるのに対し、本発明の化合物（Ｉ－ａ）投与時の平均生着日数は２０日以上であり、媒
体のみを投与した対照群に比べて統計学的に有意な生着延長効果を示す。
実験例１３（ラット同種皮膚移植における体重変化）
実験例１２のラット同種皮膚移植試験において、被験化合物１０ｍｇ／ｋｇを移植日より
１３日間反復経口投与した際のラットの体重変化を測定した結果を図２に示す。
図２に示す通り、本発明化合物投与群では対照群と同様に自然な体重増加が認められるの
に対し、比較化合物１および２投与群では体重増加抑制作用が認められた。この原因とし
て消化器系への障害と、それに伴う摂餌量の減少が示唆されている。したがって、投与量
の増大あるいは長期連続投与によって栄養摂取障害、さらには死亡に至るといった重篤な
副作用につながることが懸念される。これに対し、本発明化合物投与群では対照群と同様
に体重が増加していることから、本発明化合物は前述の副作用を発現することのない、毒
性が少ない安全性の高い免疫抑制剤であることが判明した。
実験例１４（ラット同種心移植における移植片の生着延長効果）
１０～１４週齢の雄性WKAHラットの心臓を１０～１４週齢の雄性ACI/Nラットの頸部皮下
に血管吻合により異所性に移植する。拍動が停止した場合に移植心は拒絶されたと判定し
、生着日数を求める。被験化合物は移植日より１４日間反復経口投与する。
実験例１５（イヌ同種腎移植における移植片の生着延長効果）
Mongrel犬をドナー、Beagle犬をレシピエントとして腎移植手術を行い、移植腎の生着延
長効果を検討する。移植後、経時的に採血を行い、血清中のクレアチニン値およびBUN（
血中尿素窒素；blood urea nitrogen）値を測定する。
実験例１６（コンカナバリンＡ刺激によるラット脾細胞幼弱化反応の抑制効果）
コンカナバリンＡ刺激によるラット脾細胞幼弱化反応に対する抑制効果の試験を以下の方
法で行う。
４～１０週齢の雄性F344ラットから脾臓を摘出する。摘出した脾臓をハサミで切開し、１
０％FCSを添加したRPMI1640培地中にステンレスメッシュを通して濾過し、脾細胞の単細
胞浮遊液を調製する。溶血処理後、脾細胞をナイロンウールカラムに通し、非付着性細胞
を回収する。回収したナイロン非付着性細胞（５×１０6個／ｍｌ）を５μｇ／ｍｌのコ
ンカナバリンＡ，５×１０-5Ｍの２－メルカプトエタノールおよび１０％FCSを含むRPMI1
640培地中で、３７℃，５％炭酸ガス、９５％空気の条件下で７２時間培養する。3Ｈ－チ
ミジンを１８．５ＫＢｑ／ウエル添加し、さらに４時間培養する。セルハーベスターにて
細胞を回収し、細胞内に取り込まれた放射活性を液体シンチレーションカウンターにて測
定し、脾細胞幼若化の指標とする。
本発明の化合物は、コンカナバリンＡ刺激によるラット脾細胞幼弱化反応に対して、約１
～約５０ｎＭのIC50値（５０％抑制する濃度）を示す。
産業上の利用可能性
上記した薬理実験を含む各種実験および毒性試験から明らかなように、本発明の化合物（
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Ｉ）、その製薬上許容しうる酸付加塩またはそれらの水和物は、重篤な副作用につながる
体重増加抑制作用を有することなく優れた免疫抑制作用を示すことから、毒性が少なく安
全性の高い優れた免疫抑制剤として有用である。さらに、本発明の化合物（ＩＩ）および
化合物Ａは免疫抑制剤として有用な化合物（Ｉ）の合成中間体として有用である。
本出願は日本で出願された平成９年特許願第８６２５５号を基礎としており、その内容は
本明細書に全て包含されるものである。

【図１】

【図２】
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