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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成29年4月13日(2017.4.13)

【公表番号】特表2016-512822(P2016-512822A)
【公表日】平成28年5月9日(2016.5.9)
【年通号数】公開・登録公報2016-027
【出願番号】特願2016-501051(P2016-501051)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｄ 213/74     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 491/08     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 491/10     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 401/04     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 405/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/5386   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/496    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/4433   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/4439   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/444    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/5377   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/551    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   7/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   7/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ  213/74     　　　　
   Ｃ０７Ｄ  491/08     ＣＳＰ　
   Ｃ０７Ｄ  491/10     　　　　
   Ｃ０７Ｄ  401/04     　　　　
   Ｃ０７Ｄ  405/04     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/5386   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/496    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/4433   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/4439   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/444    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/5377   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/551    　　　　
   Ａ６１Ｐ    7/06     　　　　
   Ａ６１Ｐ    7/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月9日(2017.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（Ｉ）の化合物：
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【化１】

若しくはその互変異性体、又はそのそれぞれの薬学的に許容される塩。
（式中、
環Ａは、任意選択で置換されている４～１０員のシクロアルキル又は５つまでの環ヘテロ
原子を含む４～１０員の複素環であり、前記ヘテロ原子はＯ、Ｎ、Ｓ、並びにＮ及びＳの
酸化された形態からなる群から選択され；
環Ｂは、Ｃ6～Ｃ10アリール、又は１～３つの窒素原子、若しくはその酸化された形態を
有する５～１０員のヘテロアリールであり、前記アリール又はヘテロアリールは任意選択
で置換されており；
【化２】

は単結合又は二重結合であり；
Ｙ及びＺのそれぞれは、独立に、ＣＲ10Ｒ11、Ｏ、Ｓ、ＳＯ、ＳＯ2、又はＮＲ12であり
；Ｒ10及びＲ11のそれぞれは、独立に、水素、又はハロ、ＯＨ、若しくはＣ1～Ｃ6アルコ
キシで置換されていてもよいＣ1～Ｃ3アルキルであるか、又はＣＲ10Ｒ11はＣ＝Ｏであり
；Ｒ12は水素又はＣ1～Ｃ6アルキルであるが；但し、ＹとＺの一方がＯ、Ｓ、ＳＯ、又は
ＳＯ2である場合、他方はＣＯではなく、且つＹとＺの両方が同時にヘテロ原子又はその
酸化された形態にならないものとし；
環Ｃは、任意選択で置換されているＣ6～Ｃ10アリールであり；
Ｖ1及びＶ2は独立にＣ1～Ｃ6アルコキシであるか；又は、Ｖ1及びＶ2はそれらが結合して
いる炭素原子と一緒になって式：
【化３】

（式中、Ｖ3とＶ4はそれぞれ、独立にＯ、Ｓ、又はＮＨであるが、但し、Ｖ3とＶ4の一方
がＳである場合、他方はＮＨであり、且つＶ3とＶ4の両方が同時にＮＨにならないものと
し；ｑは１又は２であり；Ｖ5はそれぞれ、独立にＣ1～Ｃ6アルキル又はＣＯ2Ｒ

60であり
、Ｒ60はそれぞれ、独立にＣ1～Ｃ6アルキル又は水素であり；ｔは０、１、２又は４であ
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る）の環を形成するか；又はＣＶ1Ｖ2はＣ＝Ｖ（ＶはＯ、ＮＯＲ80、又はＮＮＲ81Ｒ82で
ある）であり；
Ｒ80は任意選択で置換されているＣ1～Ｃ6アルキルであり；
Ｒ81及びＲ82は独立に、水素、任意選択で置換されているＣ1～Ｃ6アルキル、ＣＯＲ83、
及びＣＯ2Ｒ

84からなる群から選択され；
Ｒ83は、水素又は任意選択で置換されているＣ1～Ｃ6アルキルであり；
Ｒ84は、任意選択で置換されているＣ1～Ｃ6アルキルである）。
【請求項２】
　Ｖ1及びＶ2は独立にＣ1～Ｃ6アルコキシであるか；又は、Ｖ1及びＶ2はそれらが結合し
ている炭素原子と一緒になって式：
【化４】

（式中、Ｖ3とＶ4はそれぞれ、独立にＯ、Ｓ、又はＮＨであるが、但し、Ｖ3とＶ4の一方
がＳである場合、他方はＮＨであり、且つＶ3とＶ4の両方が同時にＮＨにならないものと
し；ｑは１又は２であり；Ｖ5はそれぞれ、独立にＣ1～Ｃ6アルキル又はＣＯ2Ｒ

60であり
、Ｒ60はそれぞれ、独立にＣ1～Ｃ6アルキル又は水素であり；ｔは０、１、２又は４であ
る）
の環を形成するか；又はＣＶ1Ｖ2はＣ＝Ｖ（ＶはＯである）である、請求項１に記載の化
合物、若しくはその互変異性体、又はそのそれぞれの薬学的に許容される塩。
【請求項３】
　式（ＩＩ）の、請求項２に記載の化合物、若しくはその互変異性体、又はそのそれぞれ
の薬学的に許容される塩：

【化５】

（式中、Ｒ5は、水素、Ｃ1～Ｃ6アルキル又はプロドラッグ部分Ｒであり、前記Ｃ1～Ｃ6

アルキルは１～５つのハロにより任意選択で置換されており；
Ｒ6は、ハロ、Ｃ1～Ｃ6アルキル、Ｃ1～Ｃ6アルコキシ、Ｃ1～Ｃ6アルキルチオ、Ｃ1～Ｃ
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6アルキル－Ｓ（Ｏ）－又はＣ1～Ｃ6アルキル－Ｓ（Ｏ）2－であり、前記Ｃ1～Ｃ6アルキ
ルは１～５つのハロにより任意選択で置換されており；又は
Ｒ6は、Ｒ’Ｒ’Ｎ－部分で置換された４～１０員のシクロアルキル又は複素環であり、
Ｒ’はそれぞれ、独立にＣ1～Ｃ6アルキル又は水素であり；
ｐは、０、１、２又は３である）。
【請求項４】
　式（ＩＩＡ）の、請求項２又は３に記載の化合物、若しくはその互変異性体、又はその
それぞれの薬学的に許容される塩：
【化６】

【請求項５】
　環Ａは、ハロ、Ｃ1～Ｃ6アルキル、ＣＯＲ15及びＣＯＯＲ15からなる群から独立して選
択される１～３つにより任意選択で置換されており；式中、Ｒ15は、任意選択で置換され
ているＣ1～Ｃ6アルキル、任意選択で置換されているＣ6～Ｃ10アリール、５つまでの環
ヘテロ原子を含む任意選択で置換されている５～１０員のヘテロアリール、又は５つまで
の環ヘテロ原子を含む任意選択で置換されている４～１０員の複素環であり、前記ヘテロ
原子はＯ、Ｎ、Ｓ、並びにＮ及びＳの酸化された形態からなる群から選択される、請求項
２に記載の化合物、若しくはその互変異性体、又はそのそれぞれの薬学的に許容される塩
。
【請求項６】
　環Ｂは、ハロ、Ｃ1～Ｃ6アルキル、ＣＯＲ15及びＣＯＯＲ15からなる群から独立して選
択される１～３つにより任意選択で置換されており；式中、Ｒ15は、任意選択で置換され
ているＣ1～Ｃ6アルキル、任意選択で置換されているＣ6～Ｃ10アリール、５つまでの環
ヘテロ原子を含む任意選択で置換されている５～１０員のヘテロアリール、又は５つまで
の環ヘテロ原子を含む任意選択で置換されている４～１０員の複素環であり、前記ヘテロ
原子はＯ、Ｎ、Ｓ、並びにＮ及びＳの酸化された形態からなる群から選択される、請求項
４又は５に記載の化合物、若しくはその互変異性体、又はそのそれぞれの薬学的に許容さ
れる塩。
【請求項７】
　前記化合物が、



(5) JP 2016-512822 A5 2017.4.13

【化７】

（式中、
Ｒ14はＣ1～Ｃ6アルキル、Ｃ3～Ｃ8シクロアルキル、ＣＯＲ15又はＣＯＯＲ15であり；
Ｒ15は、任意選択で置換されているＣ1～Ｃ6アルキル、任意選択で置換されているＣ6～
Ｃ10アリール、５つまでの環ヘテロ原子を含む任意選択で置換されている５～１０員のヘ
テロアリール、又は５つまでの環ヘテロ原子を含む任意選択で置換されている４～１０員
の複素環であり、前記ヘテロ原子はＯ、Ｎ、Ｓ、並びにＮ及びＳの酸化された形態からな
る群から選択され；
ｘは０、１又は２であり；
ｍは０、１又は２である）
又は、そのＮオキシドからなる群から選択される、請求項２に記載の化合物、若しくはそ
の互変異性体、又はそのそれぞれの薬学的に許容される塩。
【請求項８】

【化８】
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若しくは、そのプロドラッグ、又はそのそれぞれの薬学的に許容される塩からなる群から
選択される、請求項１に記載の化合物、若しくはその互変異性体、又はそのそれぞれの薬
学的に許容される塩。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の化合物若しくはその互変異性体又はそのそれぞれ
の薬学的に許容される塩、及び少なくとも１種の薬学的に許容できる賦形剤を含む医薬組
成物。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の化合物若しくはその互変異性体又はそのそれぞれ
の薬学的に許容される塩、又は請求項９に記載の医薬組成物を含む、酸素欠乏に関連する
病態の治療用医薬。
【請求項１１】
　前記病態が、鎌状赤血球症、癌、肺疾患、脳卒中、高山病、潰瘍、褥瘡、アルツハイマ
ー病、急性呼吸器疾患症候群、及び創傷から選択される、請求項１０に記載の治療用医薬
。
【請求項１２】
　前記病態が鎌状赤血球症である、請求項１１に記載の治療用医薬。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
【化１５】

（式中、
変数は本明細書に定義されている）
のものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　別の実施形態において、Ｒは
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
【化２８】

（式中、Ｒ46は（ＣＨ2）nであり、ｎ＝２－４、且つ、ＣＯ－Ｒ47－ＮＨ2はアミ
ノアシル基を表す）；又は
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３５】
　本発明のさらなる態様において、鎌状赤血球症を治療する方法であって、その必要のあ
る対象に、治療上有効な量の本明細書に記載される化合物又は組成物のいずれかを投与す
ることを含む方法が提供される。本発明のなおさらなる態様において、癌、肺疾患、脳卒
中、高山病、潰瘍、褥瘡、アルツハイマー病、急性呼吸器疾患症候群、及び創傷を治療す
る方法であって、その必要のある対象に、治療上有効な量の本明細書に記載される化合物
又は組成物のいずれかを投与することを含む方法が提供される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４５】
　式－ＣＯＮＨＲ95及びＣＯＮＨＯＲ95の保護アミドは、当業者に既知の方法により
対応するアミドに変換する、例えば、加水分解することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４８】
　或いは、ヘテロシクロヘキセンカルボキシラート８の二重結合が還元されて、パラジウ
ムにより触媒される水素化条件下でシス－ヘテロシクロヘキサンカルボキシラート１１－
シスを与える（工程６）。１１－シスのエステル基をＬＡＨ又はＤＩＢＡＬにより還元す
ると、シス－アルコール１２－ＯＨ－シス（工程８）を与える。アルコール１２－ＯＨ－
シスのそのクロリド、ブロミド、又はスルホナート（メシラート、トシラートなど）１３
－Ｘ－シスへの転化は、塩化チオニル、又はＰｈ3ＰＢｒ2、又はスルホニルクロリド（メ
シルクロリド又はトシルクロリドなど）との反応より達成できる（工程９）。シス－シク
ロヘキサンカルボキシラート１１－シスは、アルコール性アルコキシド（例えば、エトキ
シド）溶液による処理により、熱力学的により安定なトランス－異性体１１－トランスに
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異性化できる。同様に、１１－トランスエステルの１２－トランスアルコール及び１３－
Ｘ－トランスハライドへの変換は、対応するシス－異性体の条件に類似の工程８及び工程
９（スキーム２）の条件を適用して達成される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５７】
プロドラッグ合成
　エステルプロドラッグの合成は、第三級アミンを有する遊離カルボン酸から開始する。
非プロトン性溶媒中でエステルを生成するために遊離酸を活性化させた後、トリエチルア
ミンなどの不活性塩基の存在下で遊離アルコール基と反応させて、エステルプロドラッグ
を得る。カルボン酸の活性化条件には、非プロトン性溶媒中で塩化オキサリル又は塩化チ
オニルを使用し、任意選択で触媒量のジメチルホルムアミドを用いて酸塩化物を生成した
後、蒸発させることが含まれる。非プロトン性溶媒の例としては、塩化メチレン、及びテ
トラヒドロフラン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。或いは、ＢＯＰ
（ベンゾトリアゾール－ｌ－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウムヘキサフ
ルオロールホスフェート等（Ｎａｇｙ　ｅｔ　ａｌ．，１９９３，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．
Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９０：６３７３－６３７６参照）の試薬を用いてｉｎ　ｓｉ
ｔｕで活性化を行った後、遊離アルコールと反応させることができる。弱酸性水溶液に対
して酢酸エチル又は塩化メチレンなどの有機溶媒で抽出し；塩基性になるように酸性水相
を塩基処理し；続いて、有機溶媒、例えば、酢酸エチル又は塩化メチレンで抽出し；有機
溶媒層を蒸発させ；エタノールなどの溶媒から再結晶することにより、エステル生成物の
単離を行うことができる。任意選択で、溶媒をＨＣｌ又は酢酸などの酸で酸性化させて、
その薬学的に許容される塩を得ることができる。或いは、粗生成物を、プロトン化した形
態のスルホン酸基を有するイオン交換カラムに通液し、脱イオン水で洗浄し、アンモニア
水で溶出させた後；蒸発させることができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８６】
　工程１ｂ：２－（８－オキサ－３－アザビシクロ［３．２．１］オクタン－３－イル）
ニコチン酸メチル（０．１０ｇ、０．４０ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（５ｍＬ）に溶解し、冷却
した（０℃）溶液に、水素化リチウムアルミニウム溶液（１．２ｍＬ、１Ｍ　ＴＨＦ溶液
）を添加した。反応混合物を１時間撹拌した後、Ｈ2Ｏ２０μＬを添加し、続いて、１５
％ＮａＯＨ（水溶液）２０μＬ、次いで、さらにＨ2Ｏ６０μＬを添加した。スラリーを
１時間撹拌し、濾過し、得られた残渣をエーテルで洗浄した。合わせた有機層をＭｇＳＯ

4で乾燥し、減圧濃縮して（２－（８－オキサ－３－アザビシクロ［３．２．１］オクタ
ン－３－イル）ピリジン－３－イル）メタノール（０．０７０ｇ、収率７９％）を得た。
Ｃ12Ｈ16Ｎ2Ｏ2のＭＳ（ＥＳ）：２２１（ＭＨ+）．
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２２】
　工程２：５０ｍＬ丸底フラスコに、［２－（４－メチル－１，４－ジアゼパン－１－イ
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ル）ピリジン－３－イル］メタノール（３００ｍｇ、１．３６ｍｍｏｌ、１．００当量）
のテトラヒドロフラン（２５ｍＬ）溶液を入れた。２，６－ジヒドロキシベンズアルデヒ
ド（２８０ｍｇ、２．０３ｍｍｏｌ、１．５０当量）及びＰＰｈ3（５３２ｍｇ、２．０
３ｍｍｏｌ、１．５０当量）を反応に添加した。この後、ＤＩＡＤ（４１０ｍｇ、２．０
３ｍｍｏｌ、１．５０当量）を０℃で添加した。得られた溶液を室温で終夜撹拌した後、
それを減圧濃縮した。粗生成物（３００ｍｇ）を分取ＨＰＬＣで次の条件を用いて精製し
た（分取ＨＰＬＣ－０１０）：カラム、Ｇｅｍｉｎｉ－ＮＸ　１５０*２１．２０ｍｍ　
Ｃ１８　ＡＸＩＡ　Ｐａｃｋｅｄ，５ｕｍ　１１０Ａ；移動相、０．０５％ＴＦＡを含む
水及びＭｅＣＮ（ＭｅＣＮを５分で１０．０％から５０．０％に増加）；検出器、Ｗａｔ
ｅｒｓ２５４５　ＵｖＤｅｃｔｏｒ　２５４＆２２０ｎｍ。これにより、２－ヒドロキシ
－６－［［２－（４－メチル－１，４－ジアゼパン－１－イル）ピリジン－３－イル］メ
トキシ］ベンズアルデヒド１５９．５ｍｇ（３４％）を黄色油状物として得た；1Ｈ　Ｎ
ＭＲ（４００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ＋Ｄ2Ｏ，ｐｐｍ）：１０．２９（ｓ，１Ｈ），８．１９
（ｄ，Ｊ＝２．７Ｈｚ，１Ｈ），７．９５（ｄ，Ｊ＝５．４Ｈｚ，１Ｈ），７．５２（ｍ
，１Ｈ），７．０８（ｍ，１Ｈ），６．６６（ｄ，Ｊ＝６．３Ｈｚ，１Ｈ），６．５７（
ｄ，Ｊ＝０．９Ｈｚ，１Ｈ），５．２１（ｓ，２Ｈ），３．７４（ｓ，２Ｈ），３．４５
（ｍ，６Ｈ），２．８４（ｓ，３Ｈ），２．１１（ｄ，Ｊ＝３．９Ｈｚ，２Ｈ）；（ＥＳ
，ｍ／ｚ）：３４２［Ｍ＋１］+．
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