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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（Ｉ）の化合物
【化１】

（式中、Ｘは、－ＣＨＲ5－、－ＣＨＲ5－アルキル－または－ＣＨＲ5－アルケニルであ
り、
Ｒ1は、
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　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アルキル、
　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アルケニル、
　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アリール、
　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－ヘテロアリール、
　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－ヘテロシクリル、
　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｈ、
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アルキル、
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アルケニル、
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アリール、
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロアリール、
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロシクリルおよび
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ8からなる群から選択され、
各Ｚは独立して－ＮＲ5－、－Ｏ－または－Ｓ－であり、
Ｒ2は、
　－水素、
　－アルキル、および
　－アルキル－Ｏ－アルキル、
からなる群から選択され、
各Ｒ3は＝Ｏまたは＝Ｓであり、
各Ｒ4は独立して、一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルまたはアルケ
ニルであり、
各Ｒ5は独立してＨまたはＣ1～10アルキルであり、
Ｒ6は結合であるか、あるいは一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルま
たはアルケニルであり、
Ｒ7はＨ、Ｃ1～10アルキルまたはアリールアルキルであるか、あるいはＲ4およびＲ7は一
緒になって環を形成することが可能であり、また、
Ｒ8はＨまたはＣ1～10アルキルであるか、あるいはＲ7およびＲ8は一緒になって環を形成
することが可能である。）または前記化合物の薬学的に許容可能な塩。
【請求項２】
　Ｘは－ＣＨ2－ＣＨ2－である、請求項１に記載の化合物または塩。
【請求項３】
　式（ＩＩ）の化合物
【化２】

（式中、Ｘは、－ＣＨＲ5－、－ＣＨＲ5－アルキル－または－ＣＨＲ5－アルケニルであ
り、
Ｒ1は、
　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アルキル、
　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アルケニル、
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　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アリール、
　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－ヘテロアリール、
　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－ヘテロシクリル、
　－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｈ、
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アルキル、
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アルケニル、
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アリール、
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロアリール、
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロシクリルおよび
　－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ8からなる群から選択され、
各Ｚは独立して－ＮＲ5－、－Ｏ－または－Ｓ－であり、
Ｒ2は、
　　－水素、
　　－アルキル、および
　　－アルキル－Ｏ－アルキル、
からなる群から選択され、
各Ｒ3は＝Ｏまたは＝Ｓであり、
各Ｒ4は独立して、一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルまたはアルケ
ニルであり、
各Ｒ5は独立してＨまたはＣ1～10アルキルであり、
Ｒ6は結合であるか、あるいは一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルま
たはアルケニルであり、
Ｒ7はＨ、Ｃ1～10アルキル、アリールアルキルであるか、あるいはＲ4およびＲ7は一緒に
なって環を形成することが可能であり、また、
Ｒ8はＨまたはＣ1～10アルキルであるか、あるいはＲ7およびＲ8は一緒になって環を形成
することが可能である。）または前記化合物の薬学的に許容可能な塩。
【請求項４】
　Ｒ1は－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アルキルまたは－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アリー
ルであり、Ｒ3は＝Ｏであり、Ｒ6は結合であり、Ｒ7はＨである、請求項１または３に記
載の化合物または塩。
【請求項５】
　治療上有効量の請求項１～４のいずれか一項に記載の化合物または塩および薬学的に許
容可能なキャリヤーを含む医薬組成物。
【請求項６】
　動物におけるサイトカイン生合成の誘導用医薬組成物の製造のための、請求項１～４の
いずれか一項に記載の化合物または塩の使用。
【請求項７】
　式（Ｖ）の化合物
【化３】
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（式中、Ｘは、－ＣＨＲ5－、－ＣＨＲ5－アルキル－または－ＣＨＲ5－アルケニルであ
り、
Ｒ2は、
　－水素、
　－アルキル、および
　－アルキル－Ｏ－アルキル、
からなる群から選択され、
各Ｒ4は独立して、一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルまたはアルケ
ニルであり、また、
Ｒ7はＨ、Ｃ1～10アルキル、またはアリールアルキルであるか、あるいはＲ4およびＲ7は
一緒になって環を形成することが可能である。）または前記化合物の薬学的に許容可能な
塩。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の分野
本発明は、１位にエーテル官能基およびアミド官能基を有するイミダゾキノリン化合物、
およびこうした化合物を含有する医薬組成物に関する。本発明の別の態様は、動物内でサ
イトカイン生合成を誘発させるための、およびウイルス性疾患および新生物形成疾患（ｎ
ｅｏｐｌａｓｔｉｃ　ｄｉｓｅａｓｅｓ）を含む疾患の治療に際しての免疫調整薬として
のこれらの化合物の用途に関する。
【０００２】
発明の背景
Ｂａｃｋｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．１５，１２７８－１２８４（１
９５０）の１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン環系に関する最初の信頼しうる報告書
は、抗マラリア剤としての使用の可能性のための１－（６－メトキシ－８－キノリニル）
－２－メチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリンの合成について使用している。そ
の結果、様々な置換１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリンの合成が報告された。例えば
Ｊａｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．１１，ｐｐ．８７－９２（１９６８）
は、可能性のある抗痙攣薬および心臓血管薬として、化合物１－［２－（４－ピペリジル
）エチル］－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリンを合成した。同様にＢａｒａｎｏｖ
　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｈｅｍ．Ａｂｓ．８５，９４３６２（１９７６）は、いくつかの２－
オキソイミダゾ［４，５－ｃ］キノリンについて報告しており、Ｂｅｒｅｎｙｉ　ｅｔ　
ａｌ．，Ｊ．Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍ．１８，１５３７－１５４０（１９８
１）は、あるいくつかの２－オキソイミダゾ［４，５－ｃ］キノリンについて報告してい
る。
【０００３】
あるいくつかの１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンおよびこれらの１－
および２－置換誘導体は後に、抗ウイルス薬、気管支拡張薬、および免疫調整剤として有
用であることが発見された。これらは特に、米国特許第４，６８９，３３８号；第４，６
９８，３４８号；第４，９２９，６２４号；第５，０３７，９８６号；第５，２６８，３
７６号；第５，３４６，９０５号；および第５，３８９，６４０号に記載されており、こ
れらの特許はすべて、参照して本明細書に組込まれる。
【０００４】
イミダゾキノリン環系への関心が依然として存在する。
【０００５】
あるいくつかの１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］ナフチリジン－４－アミン、１Ｈ－イミダ
ゾ［４，５－ｃ］ピリジン－４－アミン、および１位に置換基を含むエーテルを有する１
Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンは知られている。これらは、米国特許
第５，２６８，３７６号；第５，３８９，６４０号；第５，４９４，９１６号、および第
ＷＯ９９／２９６９３号に記載されている。
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【０００６】
免疫反応調整剤として有用である化合物をつきとめようとするこれらの試みにかかわらず
、サイトカイン生合成の誘発またはその他のメカニズムによって免疫反応を調整する能力
を有する化合物が必要とされ続けている。
【０００７】
発明の概要
本発明者らは、動物内でサイトカイン生合成を誘発させる際に有用である新規化合物種を
見出した。従って、本発明は、１位にエーテル含有置換基を有するイミダゾ［４，５０ｃ
］キノリン－４－アミン化合物およびテトラヒドロイミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４
－アミン化合物を提供する。こうした化合物を式（Ｉ）および（ＩＩ）によって定義し、
それらの式をより詳細に以下に定義する。これらの化合物は以下の一般構造を共有する。
【化６】

式中、Ｘ、Ｒ1、Ｒ2およびＲは、式（Ｉ）および（ＩＩ）を有する化合物種ごとに本明細
書で定義される通りである。
【０００８】
式（Ｉ）および（ＩＩ）の化合物は、動物に投与した時にサイトカイン生合成を誘発させ
るとともに他の点では免疫反応を調整する能力のゆえに免疫反応調整剤として有用である
。これによって、化合物は免疫反応のこうした変化に応答性であるウイルス性疾患および
腫瘍などの様々な状態の治療に際して有用となる。
【０００９】
本発明は、免疫反応調整化合物を含有する医薬組成物ならびに式（Ｉ）または（ＩＩ）の
化合物を動物に投与することによる動物内でサイトカイン生合成を誘発させる方法、動物
におけるウイルス性感染症を治療する方法および／または動物における新生物形成疾患を
治療する方法をさらに提供する。
【００１０】
さらに、本発明は、本発明の化合物およびこれらの化合物の合成に際して有用な新規中間
体を合成する方法を提供する。
【００１１】
発明の詳細な説明
前述したように、本発明者らは、動物内でサイトカイン生合成を誘発させるとともに免疫
反応を調整する特定の化合物を見出した。こうした化合物は、以下で示すように式（Ｉ）
および（ＩＩ）によって表される。
【００１２】
１位でエーテル官能基およびアミド官能基を有する本発明のイミダゾキノリン化合物また
はこの化合物の薬学的に許容可能な塩は式（Ｉ）によって表される。



(6) JP 4437189 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

【化７】

式中、Ｘは、－ＣＨＲ5－、－ＣＨＲ5－アルキル－または－ＣＨＲ5－アルケニルであり
、
Ｒ1は、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アルキル、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アルケニル、－Ｒ4

－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アリール、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－ヘテロアリール、－Ｒ4－ＣＲ3

－Ｚ－Ｒ6－ヘテロシクリル、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｈ、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アル
キル、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アルケニル、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アリール、
－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロアリール、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロシクリ
ルおよび－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ8からなる群から選択され、
各Ｚは独立して－ＮＲ5－、－Ｏ－または－Ｓ－であり、
Ｒ2は、－水素、－アルキル、－アルケニル、－アリール、－ヘテロアリール、－ヘテロ
シクリル、－アルキル－Ｙ－アルキル、－アルキル－Ｙ－アルケニル、－アルキル－Ｙ－
アリール、ならびに－ＯＨ、－ハロゲン、－Ｎ（Ｒ5）2、－ＣＯ－Ｎ（Ｒ5）2、－ＣＯ－
Ｃ1～10アルキル、－ＣＯ－Ｏ－Ｃ1～10アルキル、－Ｎ3、－アリール、－ヘテロアリー
ル、－ヘテロシクリル、－ＣＯ－アリールおよび－ＣＯ－ヘテロアリールからなる群から
選択された一個以上の置換基によって置換された－アルキルまたは－アルケニルからなる
群から選択され、
各Ｒ3は＝Ｏまたは＝Ｓであり、
各Ｒ4は独立して、一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルまたはアルケ
ニルであり、
各Ｒ5は独立してＨまたはＣ1～10アルキルであり、
Ｒ6は結合であるか、あるいは一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルま
たはアルケニルであり、
Ｒ7はＨ、Ｃ1～10アルキルまたはアリールアルキルであるか、あるいはＲ4およびＲ7は一
緒になって環を形成することが可能であり、
Ｒ8はＨまたはＣ1～10アルキルであるか、あるいはＲ7およびＲ8は一緒になって環を形成
することが可能であり、
各Ｙは独立して－Ｏ－または－Ｓ（Ｏ）0～2－であり、
ｎは０～４であり、
存在する各ＲはＣ1～10アルキル、Ｃ1～10アルコキシ、ヒドロキシ、ハロゲンおよびトリ
フルオロメチルからなる群から独立して選択される。
【００１３】
本発明は、１位でエーテル含有置換基およびアミド含有置換基を保持するテトラヒドロイ
ミダゾキノリン化合物も包含する。こうしたテトラヒドロイミダゾキノリン化合物または
この化合物の薬学的に許容可能な塩は式（ＩＩ）によって表される。
【化８】
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式中、Ｘは、－ＣＨＲ5－、－ＣＨＲ5－アルキル－または－ＣＨＲ5－アルケニルであり
、
Ｒ1は、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アルキル、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アルケニル、－Ｒ4

－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アリール、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－ヘテロアリール、－Ｒ4－ＣＲ3

－Ｚ－Ｒ6－ヘテロシクリル、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｈ、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アル
キル、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アルケニル、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アリール、
－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロアリール、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロシクリ
ルおよび－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ8からなる群から選択され、
各Ｚは独立して－ＮＲ5－、－Ｏ－または－Ｓ－であり、
Ｒ2は、－水素、－アルキル、－アルケニル、－アリール、－ヘテロアリール、－ヘテロ
シクリル、－アルキル－Ｙ－アルキル、－アルキル－Ｙ－アルケニル、－アルキル－Ｙ－
アリール、ならびに－ＯＨ、－ハロゲン、－Ｎ（Ｒ5）2、－ＣＯ－Ｎ（Ｒ5）2、－ＣＯ－
Ｃ1～10アルキル、－ＣＯ－Ｏ－Ｃ1～10アルキル、－Ｎ3、－アリール、－ヘテロアリー
ル、－ヘテロシクリル、－ＣＯ－アリールおよび－ＣＯ－ヘテロアリールからなる群から
選択された一個以上の置換基によって置換された－アルキルまたは－アルケニルからなる
群から選択され、
各Ｒ3は＝Ｏまたは＝Ｓであり、
各Ｒ4は独立して、一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルまたはアルケ
ニルであり、
各Ｒ5は独立してＨまたはＣ1～10アルキルであり、
Ｒ6は結合であるか、あるいは一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルま
たはアルケニルであり、
Ｒ7はＨ、Ｃ1～10アルキル、アリールアルキルであるか、あるいはＲ4およびＲ7は一緒に
なって環を形成することが可能であり、
Ｒ8はＨまたはＣ1～10アルキルであるか、あるいはＲ7およびＲ8は一緒になって環を形成
することが可能であり、
各Ｙは独立して－Ｏ－または－Ｓ（Ｏ）0～2－であり、
ｎは０～４であり、
存在する各ＲはＣ1～10アルキル、Ｃ1～10アルコキシ、ヒドロキシ、ハロゲンおよびトリ
フルオロメチルからなる群から独立して選択される。
【００１４】
化合物の調製
本発明の化合物を反応スキームＩにより調製することが可能であり、スキームＩ中、Ｒ、
Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｘ、Ｚおよびｎは上で定義された通りであり、Ｒ11は、－Ｒ6－アルキル
、－Ｒ6－アリール、－Ｒ6－ヘテロアリールまたは－Ｒ6－ヘテロシクリルであり、ここ
でＲ6は上で定義された通りである。
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【００１５】
反応スキームＩの工程（１）において、式Ｘの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン
－１－イルアルコールは式ＸＩのハロゲン化物でアルキル化されて、式ＸＩＩの１－Ｈ－
イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イルエーテルが生成する。式Ｘのアルコールは、
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどの適する溶媒中で水素化ナトリウムと反応してアルコ
キシドが生成する。あるいは、ベンジルトリメチル塩化アンモニウムなどの相転移触媒の
存在下で水性５０％水酸化ナトリウムとジクロロメタンなどの不活性溶媒の二相混合物に
アルコールを添加することによりアルコキシドを生成させることが可能である。その後、
アルコキシドはハロゲン化物と組み合わされる。反応を室温で行うことが可能である。式
Ｘの多くの化合物は知られている。例えば、Ｇｅｓｔｅｒによる米国特許第４，６８９，
３３８号を参照すること。その他の化合物は既知の合成経路を用いて容易に調製すること
が可能である。例えば、Ｇｅｓｔｅｒらによる米国特許第５，６０５，８９９号およびＧ
ｅｓｔｅｒによる米国特許第５，１７５，２９６号を参照すること。式ＸＩの多くのハロ
ゲン化物は市販されており、他のハロゲン化物は既知の合成経路を用いて容易に調製する
ことが可能である。
【００１６】
反応スキームＩの工程（２）において、式ＸＩＩの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノ
リン－１－イルエーテルはＮ－オキシドを形成することが可能な従来の酸化剤を用いて酸
化されて、式ＸＩＩＩの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－５Ｎ－オキシドが生
成する。好ましくは、式ＸＩＩの化合物の溶液はクロロペルオキシ安息香酸を用いて室温
で酸化される。
【００１７】
反応スキームＩの工程（３）において、式ＸＩＩＩの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キ
ノリン－５Ｎ－オキシドはアミノ化されて、式Ｉの亜属である式ＸＩＶの１－Ｈ－イミダ
ゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンが生成する。工程（３）は、（ｉ）式ＸＩＩＩの
化合物とアシル化剤との反応、およびその後の（ｉｉ）生成物とアミノ化剤との反応を含
む。工程（３）のパート（ｉ）は、式ＸＩＩＩのＮ－オキシドとアシル化剤との反応を含
む。適するアシル化剤には、塩化アルキルスルホニルまたは塩化アリールスルホニル（例
えば、塩化ベンゼンスルホニル、塩化メタンスルホニル、塩化ｐ－トルエンスルホニル）
が挙げられる。塩化アリールスルホニルが好ましい。塩化ｐ－トルエンスルホニルが最も
好ましい。工程（３）のパート（ｉｉ）は、パート（ｉ）の生成物と過剰のアミノ化剤と
の反応を含む。適するアミノ化剤には、アンモニア（例えば、水酸化アンモニウムの形を
とった）およびアンモニウム塩（例えば、炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、燐
酸アンモニウム）が挙げられる。水酸化アンモニウムが好ましい。反応は、好ましくは、
ジクロロメタンなどの不活性溶媒に式ＸＩＩＩのＮ－オキシドを溶解し、溶液にアミノ化
剤を添加し、その後、アシル化剤をゆっくり添加することにより行われる。製品および製
品の薬学的に許容可能な塩は従来法を用いて単離することが可能である。
【００１８】
あるいは、工程（３）は、（ｉ）式ＸＩＩＩのＮ－オキシドとイソシアネートとの反応、
およびその後の（ｉｉ）得られた生成物の加水分解によって行ってもよい。パート（ｉ）
は、Ｎ－オキシドとイソシアネートとの反応であって、イソシアネート基がカルボニル基
に結合される反応を含む。好ましいイソシアネートには、トリクロロアセチルイソシアネ
ート、およびベンゾイルイソシアネートなどのアロイルイソシアネートが挙げられる。イ
ソシアネートとＮ－オキシドとの反応は、クロロホルムまたはジクロロメタンなどの不活
性溶媒中のＮ－オキシドの溶液にイソシアネートを添加することにより実質的に無水の条
件下で行われる。パート（ｉｉ）はパート（ｉ）の生成物の加水分解を含む。加水分解は
、任意にアルカリ金属水酸化物またはより低級のアルコキシドなどの触媒の存在下で、水
またはより低級のアルカノールの存在下での加熱などの従来法によって行うことが可能で
ある。製品および製品の薬学的に許容可能な塩は従来法を用いて単離することが可能であ
る。
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反応スキームＩ
【化９】

【００１９】
本発明の化合物は反応スキームＩＩにより調製することが可能であり、スキームＩＩ中、
Ｒ、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ7、Ｒ11、Ｘおよびｎは上で定義された通りであり、ＢＯＣはｔ－ブト
キシカルボニルである。
【００２０】
反応スキームＩＩの工程（１）において、式ＸＶのアミノアルコールのアミノ基はｔ－ブ
トキシカルボニル基で保護される。テトラヒドロフラン中のアミノアルコールの溶液は、
水酸化ナトリウムなどの塩基の存在下でジ－ｔ－ブチルジカーボネートで処理される。式
ＸＶの多くのアミノアルコールは市販されており、他のアミノアルコールは既知の合成法
を用いて調製することが可能である。
【００２１】
反応スキームＩＩの工程（２）において、式ＸＶＩの保護されたアミノアルコールは式Ｘ
ＶＩＩの沃化物に転化される。沃化物は、ジクロロメタン中のトリフェニルホスフィンお
よびイミダゾールの溶液に添加され、その後、ジクロロメタン中の式ＸＶＩの保護された
アミノアルコールの溶液が添加される。反応は室温で行われる。
【００２２】
反応スキームＩＩの工程（３）において、式Ｘの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリ
ン－１－イルアルコールは、式ＸＶＩＩの沃化物でアルキル化されて、式ＸＶＩＩＩの１
－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イルエーテルが生成する。式Ｘのアルコー
ルは、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどの適する溶媒中で水素化ナトリウムと反応して
アルコキシドが生成する。沃化物は室温でアルコキシド溶液に添加される。添加が完了し
た後、反応は高温（～１００℃）で攪拌される。
【００２３】
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］キノリン－１－イルエーテルはＮ－オキシドを形成することが可能な従来の酸化剤を用
いて酸化されて、式ＸＩＸの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－５Ｎ－オキシド
が生成する。好ましくは、クロロホルム中の式ＸＶＩＩＩの化合物の溶液は３－クロロペ
ルオキシ安息香酸を用いて室温で酸化される。
【００２４】
反応スキームＩＩの工程（５）において、式ＸＩＸの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キ
ノリン－５Ｎ－オキシドはアミン化されて、式ＸＸの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キ
ノリン－４－アミンが生成する。工程（５）は、（ｉ）式ＸＩＸの化合物とアシル化剤と
の反応、およびその後の（ｉｉ）生成物とアミノ化剤との反応を含む。工程（５）のパー
ト（ｉ）は式ＸＩＸのＮ－オキシドとアシル化剤との反応を含む。適するアシル化剤には
、塩化アルキルスルホニルまたは塩化アリールスルホニル（例えば、塩化ベンゼンスルホ
ニル、塩化メタンスルホニル、塩化ｐ－トルエンスルホニル）が挙げられる。塩化アリー
ルスルホニルが好ましい。塩化ｐ－トルエンスルホニルが最も好ましい。工程（５）のパ
ート（ｉｉ）は、パート（ｉ）の生成物と過剰のアミノ化剤との反応を含む。適するアミ
ノ化剤には、アンモニア（例えば、水酸化アンモニウムの形をとった）およびアンモニウ
ム塩（例えば、炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、燐酸アンモニウム）が挙げら
れる。水酸化アンモニウムが好ましい。反応は、好ましくは、ジクロロメタンまたは１，
２－ジクロロエタンなどの不活性溶媒に式ＸＩＸのＮ－オキシドを溶解し、溶液にアミノ
化剤を添加し、その後、アシル化剤をゆっくり添加することにより行われる。任意に、密
封圧力容器内で反応を高温（８５～１００℃）で行うことが可能である。
【００２５】
反応スキームＩＩの工程（６）において、酸性条件下での加水分解によって保護基は除去
されて、式ＸＸＩの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンが生成する。
好ましくは、式ＸＸの化合物は塩酸／エタノールで室温においてまたは穏やかな加熱を用
いて処理される。
【００２６】
反応スキームＩＩの工程（７）において、式ＸＸＩの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キ
ノリン－４－アミンは従来の合成法を用いて式Ｉの亜属である式ＸＸＩＩのアミドに転化
される。例えば、式ＸＸＩの化合物を式Ｒ11Ｃ（Ｏ）Ｃｌの酸塩化物と反応させることが
可能である。反応は、式ＸＸＩの化合物の溶液にジクロロメタンまたは１－メチル－２－
ピロリドンなどの適する溶媒中の酸塩化物の溶液を添加することにより室温で行うことが
可能である。あるいは、式ＸＸＩの化合物を式Ｒ11ＣＯＯＨの酸と反応させることが可能
である。反応は、１，３－ジクロロヘキシルカルボジイミドまたは１［３－（ジメチルア
ミノ）プロピル］－３－エチルカルボジイミドなどの標準カップリング試薬を用いてジク
ロロメタンまたはピリジンなどの溶媒中で室温において行うことが可能である。製品およ
び製品の薬学的に許容可能な塩は従来法を用いて単離することが可能である。
反応スキームＩＩ
【化１０】
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【００２７】
本発明の化合物は反応スキームＩＩＩにより調製することが可能であり、スキームＩＩＩ
中、Ｒ、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ7、Ｒ11、Ｘおよびｎは上で定義された通りであり、ＢＯＣはｔ－
ブトキシカルボニルである。
【００２８】
反応スキームＩＩＩの工程（１）において、式ＸＸＩＩＩのアミノアルコールのアミノ基
はｔ－ブトキシカルボニル基で保護される。テトラヒドロフラン中のアミノアルコールの
溶液は、水酸化ナトリウムなどの塩基の存在下でジ－ｔ－ブチルジカーボネートで処理さ
れる。式ＸＸＩＩＩの多くのアミノアルコールは市販されており、他のアミノアルコール
は既知の合成法を用いて調製することが可能である。
【００２９】
反応スキームＩＩＩの工程（２）において、式ＸＸＩＶの保護されたアミノアルコールは
式ＸＸＶのメタンスルホネートに転化される。ジクロロメタンなどの適する溶媒中の式Ｘ
ＸＩＶの化合物の溶液は、トリエチルアミンなどの塩基の存在下で塩化メタンスルホニル
により処理される。反応を低温（０℃）で行うことが可能である。
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【００３０】
反応スキームＩＩＩの工程（３ａ）において、式ＸＸＶのメタンスルホネートは式ＸＸＶ
Ｉのアジドに転化される。アジ化ナトリウムは、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどの適
する溶媒中の式ＸＸＶの化合物の溶液に添加される。反応を高温（８０～１００℃）で行
うことが可能である。
【００３１】
反応スキームＩＩＩの工程（３ｂ）において、式ＸＸＶＩの化合物は式ＨＡＬ－Ｒ7のハ
ロゲン化物でアルキル化されて、式ＸＸＶＩＩの化合物が生成する。Ｒ7が水素である化
合物において、この工程は省略される。式ＸＸＶＩの化合物は、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルム
アミドなどの適する溶媒中で水素化ナトリウムと反応してアニオンが生成し、その後、ハ
ロゲン化物と組み合わされる。反応を室温で行うことが可能である。
【００３２】
反応スキームＩＩＩの工程（４）において、式ＸＸＶＩまたはＸＸＶＩＩのアジドは還元
されて、式ＸＸＶＩＩＩのアミンが生成する。好ましくは、還元は、炭素上のパラジウム
などの従来の不均一水素添加触媒を用いて行われる。還元は、メタノールまたはイソプロ
パノールなどの適する溶媒中で従来法によりパー装置で行うことが可能である。
【００３３】
反応スキームＩＩＩの工程（５）において、式ＸＸＩＸの４－クロロ－３－ニトロキノリ
ンは式ＸＸＶＩＩＩのアミンと反応して、式ＸＸＸの３－ニトロキノリンが生成する。反
応は、トリエチルアミンなどの塩基の存在下でジクロロメタンなどの適する溶媒中の式Ｘ
ＸＩＸの化合物の溶液に式ＸＸＶＩＩＩのアミンを添加することにより行うことが可能で
ある。式ＸＸＩＸの多くのキノリンは既知の化合物であるか、または既知の合成法を用い
て調製することが可能である。例えば、米国特許第４，６８９，３３８号およびその中で
引用された参考文献を参照すること。
【００３４】
反応スキームＩＩＩの工程（６）において、式ＸＸＸの３－ニトロキノリンは還元されて
、式ＸＸＸＩの３－アミノキノリンが生成する。好ましくは、還元は、炭素上の白金など
の従来の均一水素添加触媒を用いて行われる。還元は、トルエンなどの適する溶媒中で従
来法によりパー装置で行うことが可能である。
【００３５】
反応スキームＩＩＩの工程（７）において、式ＸＸＸＩの化合物はカルボン酸またはカル
ボン酸の同等物と反応して、式ＸＶＩＩＩの１－Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリンが
生成する。カルボン酸の適する同等物には、オルトエステルおよび１，１－ジアルコキシ
アルキルアルカノエートが挙げられる。カルボン酸または同等物は、式ＸＶＩＩＩの化合
物中に所望のＲ2置換基を提供するように選択される。例えば、トリエチルオルトホルメ
ートはＲ2が水素である化合物を提供し、トリエチルオルトバレレートはＲ2がブチルであ
る化合物を提供する。溶媒の存在しない状態で、またはトルエンなどの不活性溶媒中で反
応を行うことが可能である。反応の副生物として形成された一切のアルコールまたは水を
追い出すのに十分な加熱を用いて反応は行われる。任意に、ピリジン塩酸塩などの触媒を
含めることが可能である。
【００３６】
あるいは、工程（７）は、（ｉ）式ＸＸＸＩの化合物と式Ｒ2Ｃ（Ｏ）ＣｌまたはＲ2Ｃ（
Ｏ）Ｂｒのハロゲン化アシルとの反応およびその後の（ｉｉ）環化によって行うことが可
能である。パート（ｉ）において、ハロゲン化アシルは、アセトニトリルまたはジクロロ
メタンなどの不活性溶媒中の式ＸＸＸＩの化合物の溶液に添加される。反応を室温または
低温で行うことが可能である。パート（ｉｉ）において、パート（ｉ）の生成物は塩基の
存在下でアルコール溶媒中で加熱される。好ましくは、パート（ｉ）の生成物は過剰のト
リエチルアミンの存在下で還流されるか、またはメタノールアンモニアと合わせて加熱さ
れる。
【００３７】
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工程（８）、（９）、（１０）および（１１）は、反応スキームＩＩの工程（４）、（５
）、（６）および（７）と同じ方式で行われる。
反応スキームＩＩＩ
【化１１】

【００３８】
本発明の化合物は反応スキームＩＶにより調製することが可能であり、スキームＩＶ中、
Ｒ、Ｒ1、Ｒ2、Ｘおよびｎは上で定義された通りである。
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反応スキームＶＩにおいて、式ＸＸＸＩＩの４－アミノ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］
キノリン－１－イルアルコールは式ＸＸＸＩＩＩのハロゲン化物でアルキル化されて、式
Ｉの１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンが生成する。式ＸＸＸＩＩのア
ルコールは、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなどの適する溶媒中で水素化ナトリウムと反
応してアルコキシドが生成する。その後、ハロゲン化物は反応混合物に添加される。反応
は室温で、または必要ならば穏やかな加熱（～５０℃）を用いて行うことが可能である。
製品および製品の薬学的に許容可能な塩は従来法を用いて単離することが可能である。
【００４０】
式ＸＸＸＩＩの多くの化合物は知られている。例えば、Ｇｅｓｔｅｒによる米国特許第４
，６８９，３３８号およびＧｅｓｔｅｒらによる米国特許第５，６０５，８９９号を参照
すること。これらの特許の開示は本明細書に引用して援用する。他の化合物は既知の合成
経路を用いて容易に調製することが可能である。例えば、Ａｎｄｒｅらによる米国特許第
５，５７８，７２７号、Ｇｅｓｔｅｒによる米国特許第５，１７５，２９６号、Ｎｉｋｏ
ｌａｉｄｅｓらによる米国特許第５，３９５，９３７号およびＧｅｓｔｅｒらによる米国
特許第５，７４１，９０８号を参照すること。これらの特許の開示は本明細書に引用して
援用する。式ＸＸＸＩＩＩの多くのハロゲン化物は市販されており、他のハロゲン化物は
既知の合成法を用いて容易に調製することが可能である。
反応スキームＩＶ
【化１２】

【００４１】
本発明の化合物は反応スキームＶにより調製することが可能であり、スキームＶ中、Ｒ、
Ｒ2、Ｒ4、Ｒ7、Ｒ11、Ｘおよびｎは上で定義された通りである。
【００４２】
反応スキームＶの工程（１）において、式ＸＸＩの１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリ
ン－４－アミンは還元されて、６，７，８，９－テトラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５
－ｃ］キノリン－４－アミンが生成する。好ましくは、反応は、トリフルオロ酢酸に式Ｘ
ＸＩの化合物を懸濁させるか、または溶解させ、触媒量の酸化白金（ＩＶ）を添加し、水
素添加することにより行われる。反応をパー装置内で従来法により行うことが可能である
。
【００４３】
工程（２）は、反応スキームＩＩの工程（７）と同じ方式で行われて、式ＩＩの亜属であ
る式ＸＸＸＶの６，７，８，９－テトラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン
－４－アミンが生成する。製品および製品の薬学的に許容可能な塩は従来法を用いて単離
することが可能である。
反応スキームＶ
【化１３】
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【００４４】
本発明の化合物は反応スキームＶＩにより調製することが可能であり、スキームＶＩ中、
Ｒ、Ｒ1、Ｒ2、Ｘおよびｎは上で定義された通りである。
【００４５】
反応スキームＶＩにおいて、４－アミノ－６，７，８，９－テトラヒドロ－１Ｈ－イミダ
ゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イルアルコールは式ＸＸＸＩＩＩのハロゲン化物でアル
キル化されて、式ＩＩの６，７，８，９－テトラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］
キノリン－４－アミンが生成する。式ＸＸＸＶＩのアルコールは、Ｎ，Ｎ－ジメチルホル
ムアミドなどの適する溶媒中で水素化ナトリウムと反応してアルコキシドが生成する。そ
の後、ハロゲン化物は反応混合物に添加される。反応は室温で、または必要ならば穏やか
な加熱（～５０℃）を用いて行うことが可能である。製品および製品の薬学的に許容可能
な塩は従来法を用いて単離することが可能である。
【００４６】
式ＸＸＸＶＩの多くの６，７，８，９－テトラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キ
ノリンは知られている。例えば、Ｎｉｋｏｌａｉｄｅｓらによる米国特許第５，３５２，
７８４号を参照すること。他の化合物は既知の合成法を用いて調製することが可能である
。例えば、Ｌｉｎｄｓｔｒｏｍによる米国特許第５，６９３，８１１号を参照すること。
これらの特許の開示は本明細書に引用して援用する。
反応スキームＶＩ
【化１４】

【００４７】
本発明は、式（Ｉ）および（ＩＩ）の化合物の合成における中間体として有用な新規化合
物も提供する。これらの中間体化合物は構造式（ＩＩＩ）～（Ｖ）を有し、それらをより
詳しく以下で記載する。
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【００４８】
中間体化合物の一種類およびこの化合物の薬学的に許容可能な塩は式（ＩＩＩ）を有する
。
【化１５】

式中、Ｘは、－ＣＨＲ5－、－ＣＨＲ5－アルキル－または－ＣＨＲ5－アルケニルであり
、
Ｒ1は、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アルキル、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アルケニル、－Ｒ4

－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アリール、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－ヘテロアリール、－Ｒ4－ＣＲ3

－Ｚ－Ｒ6－ヘテロシクリル、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｈ、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アル
キル、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アルケニル、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アリール、
－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロアリール、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロシクリ
ルおよび－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ8からなる群から選択され、
各Ｚは独立して－ＮＲ5－、－Ｏ－または－Ｓ－であり、
Ｒ2は、－水素、－アルキル、－アルケニル、－アリール、－ヘテロアリール、－ヘテロ
シクリル、－アルキル－Ｙ－アルキル、－アルキル－Ｙ－アルケニル、－アルキル－Ｙ－
アリール、ならびに－ＯＨ、－ハロゲン、－Ｎ（Ｒ5）2、－ＣＯ－Ｎ（Ｒ5）2、－ＣＯ－
Ｃ1～10アルキル、－ＣＯ－Ｏ－Ｃ1～10アルキル、－Ｎ3、－アリール、－ヘテロアリー
ル、ヘテロシクリル、－ＣＯ－アリールおよび－ＣＯ－ヘテロアリールからなる群から選
択された一個以上の置換基によって置換された－アルキルまたは－アルケニルからなる群
から選択され、
各Ｒ3は＝Ｏまたは＝Ｓであり、
各Ｒ4は独立して、一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルまたはアルケ
ニルであり、
各Ｒ5は独立してＨまたはＣ1～10アルキルであり、
Ｒ6は結合であるか、あるいは一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルま
たはアルケニルであり、
Ｒ7はＨ、Ｃ1～10アルキル、またはアリールアルキルであるか、あるいはＲ4およびＲ7は
一緒になって環を形成することが可能であり、
Ｒ8はＨまたはＣ1～10アルキルであるか、あるいはＲ7およびＲ8は一緒になって環を形成
することが可能であり、
各Ｙは独立して－Ｏ－または－Ｓ（Ｏ）0～2－であり、
ｎは０～４であり、
存在する各ＲはＣ1～10アルキル、Ｃ1～10アルコキシ、ヒドロキシ、ハロゲンおよびトリ
フルオロメチルからなる群から独立して選択される。
【００４９】
中間体化合物のもう一つの種類およびこの化合物の薬学的に許容可能な塩は式（ＩＶ）を
有する。
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式中、Ｘは、－ＣＨＲ5－、－ＣＨＲ5－アルキル－または－ＣＨＲ5－アルケニルであり
、
Ｒ1は、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｑ－Ｒ6－アルキル、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｑ－Ｒ6－アルケニル、－Ｒ4

－ＣＲ3－Ｑ－Ｒ6－アリール、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｑ－Ｒ6－ヘテロアリール、－Ｒ4－ＣＲ3

－Ｑ－Ｒ6－ヘテロシクリル、－Ｒ4－ＣＲ3－Ｑ－Ｈ、－Ｒ4－ＮＲ5－ＣＲ3－Ｒ6－アル
キル、－Ｒ4－ＮＲ5－ＣＲ3－Ｒ6－アルケニル、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－アリール、
－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロアリール、－Ｒ4－ＮＲ7－ＣＲ3－Ｒ6－ヘテロシクリ
ルおよび－Ｒ4－ＮＲ5－ＣＲ3－Ｒ8からなる群から選択され、
各Ｑは独立して－ＮＲ5－または－Ｏ－であり、
各Ｒ3は＝Ｏまたは＝Ｓであり、
各Ｒ4は独立して、一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルまたはアルケ
ニルであり、
各Ｒ5は独立してＨまたはＣ1～10アルキルであり、
Ｒ6は結合であるか、あるいは一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルま
たはアルケニルであり、
Ｒ7はＨ、Ｃ1～10アルキル、またはアリールアルキルであるか、あるいはＲ4およびＲ7は
一緒になって環を形成することが可能であり、
Ｒ8はＨまたはＣ1～10アルキルであるか、あるいはＲ7およびＲ8は一緒になって環を形成
することが可能であり、
ｎは０～４であり、
存在する各ＲはＣ1～10アルキル、Ｃ1～10アルコキシ、ハロゲンおよびトリフルオロメチ
ルからなる群から独立して選択される。
【００５０】
中間体化合物の別の種類およびこの化合物の薬学的に許容可能な塩は式（Ｖ）を有する。
【化１７】
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式中、Ｘは、－ＣＨＲ5－、－ＣＨＲ5－アルキル－または－ＣＨＲ5－アルケニルであり
、
Ｒ2は、－水素、－アルキル、－アルケニル、－アリール、－ヘテロアリール、－ヘテロ
シクリル、－アルキル－Ｙ－アルキル、－アルキル－Ｙ－アルケニル、－アルキル－Ｙ－
アリール、ならびに－ＯＨ、－ハロゲン、－Ｎ（Ｒ5）2、－ＣＯ－Ｎ（Ｒ5）2、－ＣＯ－
Ｃ1～10アルキル、－ＣＯ－Ｏ－Ｃ1～10アルキル、－Ｎ3、－アリール、－ヘテロアリー
ル、ヘテロシクリル、－ＣＯ－アリールおよび－ＣＯ－ヘテロアリールからなる群から選
択された一個以上の置換基によって置換された－アルキルまたは－アルケニルからなる群
から選択され、
各Ｒ4は独立して、一個以上の－Ｏ－基によって中断されてもよいアルキルまたはアルケ
ニルであり、
Ｒ7はＨ、Ｃ1～10アルキル、またはアリールアルキルであるか、あるいはＲ4およびＲ7は
一緒になって環を形成することが可能であり、
各Ｙは独立して－Ｏ－または－Ｓ（Ｏ）0～2－であり、
ｎは０～４であり、
存在する各ＲはＣ1～10アルキル、Ｃ1～10アルコキシ、ヒドロキシ、ハロゲンおよびトリ
フルオロメチルからなる群から独立して選択される。
【００５１】
本明細書で用いられる「アルキル」、「アルケニル」という用語および接頭語「Ａｌｋ－
」は、直鎖と分岐鎖の両方の基および環式基、すなわち、シクロアルキルおよびシクロア
ルケニルを包含する。特に指定がないかぎり、これらの基は１～２０個の炭素原子を含み
、アルケニル基は２～２０個の炭素原子を含む。好ましい基は、合計で１０個以下の炭素
原子を有する。環式基は一環式または多環式であることが可能であり、好ましくは、３～
１０個の環炭素原子を有する。代表的な環式基には、シクロプロピル、シクロプロピルメ
チル、シクロペンチル、シクロヘキシルおよびアダマンチルが挙げられる。
【００５２】
さらに、－Ｘ基のアルキル部分およびアルケニル部分は、置換されないか、または一個以
上の置換基によって置換されることが可能であり、この置換基は、アルキル、アルケニル
、アリール、ヘテロアリール、ヘテロシクリル、アリールアルキル、ヘテロアリールアル
キルおよびヘテロシクリルアルキルからなる群から選択される。
【００５３】
「ハロアルキル」という用語は、過弗素化基を含む一個以上のハロゲン原子によって置換
されている基を包含する。これは、接頭語「ハロ－」を含む基にも当てはまる。適するハ
ロアルキル基の例は、クロロメチルおよびトリフルオロメチルなどである。
【００５４】
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本明細書で用いられる「アリール」という用語は炭素環式芳香族環または環系を包含する
。アリール基の例には、フェニル、ナフチル、ビフェニル、フルオレニルおよびインデニ
ルが挙げられる。「ヘテロアリール」という用語は、少なくとも一個の環ヘテロ原子（例
えば、Ｏ、Ｓ、Ｎ）を含む芳香族環または環系を包含する。適するヘテロアリール基には
、フリル、チエニル、ピリジル、キノリニル、イソキノリニル、インドリル、イソインド
リル、トリアゾリル、ピロリル、テトラゾリル、イミダゾリル、ピラゾリル、オキサゾリ
ル、チアゾリル、ベンゾフラニル、ベンゾチオフェニル、カルバゾリル、ベンゾキサゾリ
ル、ピリミジニル、ベンズイミダゾリル、キノキサリニル、ベンゾチアゾリル、ナフチリ
ジニル、イソキサゾリル、イソチアゾリル、プリニルおよびキナゾリニルなどが挙げられ
る。
【００５５】
「ヘテロシクリル」は、少なくとも一個の環ヘテロ原子（例えば、Ｏ、Ｓ、Ｎ）を含む非
芳香族環または環系を包含し、上述したヘテロアリール基の完全飽和誘導体および部分不
飽和誘導体のすべてを包含する。代表的なヘテロ環式基には、ピロリジニル、テトラヒド
ロフラニル、モルホリニル、チオモルホリニル、ピペリジニル、ピペラジニル、チアゾリ
ジニル、イミダゾリジニルおよびイソチアゾリジニルなどが挙げられる。
【００５６】
アリール、ヘテロアリールおよびヘテロシクリル基は置換されないか、またはアルキル、
アルコキシ、アルキルチオ、ハロアルキル、ハロアルコキシ、ハロアルキルチオ、ハロゲ
ン、ニトロ、ヒドロキシ、メルカプト、シアノ、カルボキシ、ホルミル、アリール、アリ
ールオキシ、アリールチオ、アリールアルコキシ、アリールアルキルチオ、ヘテロアリー
ル、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールチオ、ヘテロアリールアルコキシ、ヘテロア
リールアルキルチオ、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、ヘテロシクリル、ヘ
テロシクロアルキル、アルキルカルボニル、アルケニルカルボニル、アルコキシカルボニ
ル、ハロアルキルカルボニル、ハロアルコキシカルボニル、アルキルチオカルボニル、ア
リールカルボニル、ヘテロアリールカルボニル、アリールオキシカルボニル、ヘテロアリ
ールオキシカルボニル、アリールチオカルボニル、ヘテロアリールチオカルボニル、アル
カノイルオキシ、アルカノイルチオ、アルカノイルアミノ、アロイルオキシ、アロイルチ
オ、アロイルアミノ、アルキルアミノスルホニル、アルキルスルホニル、アリールスルホ
ニル、ヘテロアリールスルホニル、アリールジアジニル、アルキルスルホニルアミノ、ア
リールスルホニルアミノ、アリールアルキルスルホニルアミノ、アルキルカルボニルアミ
ノ、アルケニルカルボニルアミノ、アリールカルボニルアミノ、アリールアルキルカルボ
ニルアミノ、ヘテロアリールカルボニルアミノ、ヘテロアリールアルキルカルボニルアミ
ノ、アルキルスルホニルアミノ、アルケニルスルホニルアミノ、アリールスルホニルアミ
ノ、アリールアルキルスルホニルアミノ、ヘテロアリールスルホニルアミノ、ヘテロアリ
ールアルキルスルホニルアミノ、アルキルアミノカルボニルアミノ、アルケニルアミノカ
ルボニルアミノ、アリールアミノカルボニルアミノ、アリールアルキルアミノカルボニル
アミノ、ヘテロアリールアミノカルボニルアミノ、ヘテロアリールアルキルアミノカルボ
ニルアミノ、およびヘテロシクリルの場合、オキソからなる群から独立して選択された一
個以上の置換基によって置換されることが可能である。他のいかなる基も「置換される」
または「任意に置換される」として明示される場合、こうした基を上述した置換基の一個
以上で置換することも可能である。
【００５７】
特定の置換基は一般に好ましい。例えば、好ましいＲ1基は、アルキル基およびアリール
基が置換されていないか、または置換されることが可能である－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－
アルキルおよび－Ｒ4－ＣＲ3－Ｚ－Ｒ6－アリールであり、Ｒ3は好ましくは＝Ｏであり、
Ｒ4は好ましくはエチレンまたはｎ－ブチレンであり、Ｚは好ましくは－ＮＲ5－である。
好ましくは、Ｒ置換基は存在しない（すなわち、ｎは０である）。好ましいＲ2基には、
炭素原子数１～４のアルキル基（すなわち、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、
ｎ－ブチル、ｓ－ブチル、イソブチルおよびシクロプロピルメチル）、メトキシエチルお
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よびエトキシメチルが挙げられる。置換アルキル基または置換アリール基などの置換基に
関して、好ましい置換基には、ハロゲン、ニトリル、メトキシ、トリフルオロメチルおよ
びトリフルオロメトキシが挙げられる。これらの好ましい置換基の一個以上は、存在する
ならば、いかなる組み合わせでも本発明の化合物中に存在することが可能である。
【００５８】
本発明は、本明細書に記載されている化合物を、その薬学的に許容可能な任意の形態にお
いて含む。これには、異性体（例えばジアステレマーおよび鏡像異性体）、塩、溶媒和物
、多形体等が含まれる。特に、化合物が光学活性であるならば、本発明には具体的に、こ
の化合物の鏡像異性体の各々、並びにこれらの鏡像異性体のラセミ混合物が含まれる。
【００５９】
医薬組成物および生物活性
本発明の医薬組成物は、薬学的に許容可能なキャリヤーと組合わせて、前記のような治療
有効量の本発明の化合物を含む。
【００６０】
「治療有効量」という用語は、治療効果、例えばサイトカイン誘発、抗腫瘍活性、および
／または抗ウイルス活性を誘発するのに十分な化合物の量を意味する。本発明の医薬組成
物に用いられる活性化合物の正確な量は、当業者に知られている要因、例えばこの化合物
の物理的および化学的性質、キャリヤーの性質、および意図された投薬療法に応じて変わ
るが、本発明の組成物は、被験者に対して約１００ｎｇ／ｋｇ～約５０ｍｇ／ｋｇ、好ま
しくは約１０μｇ／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの化合物の用量を供給するのに十分な活性成分
を含むものと予測される。通常の投薬形態のどれを用いてもよい。例えばタブレット、ト
ローチ剤、非経口配合物、シロップ、クリーム、軟膏、エーロゾル配合物、経皮パッチ、
経粘膜パッチ等である。
【００６１】
本発明の化合物は、その治療法において単一治療薬として投与されてもよく、あるいは本
発明の化合物は、互いに組合わせて、または追加の免疫反応調整剤、抗ウイルス剤、抗生
物質等が含まれるほかの活性剤と組合わせて投与されてもよい。
【００６２】
本発明の化合物は、下記のテストにしたがって実施された実験において、あるいくつかの
サイトカインの生産を誘発することが証明された。これらの結果は、これらの化合物が、
いくつかの異なる方法で免疫反応を調整しうる免疫反応調整剤として有用であることを示
しており、これによって、これらは多様な障害の治療において有用になる。
【００６３】
本発明による化合物の投与によって生産が誘発されうるサイトカインには一般に、インタ
ーフェロン－α（ＩＦＮ－α）および／または腫瘍壊死因子－α（ＴＮＦ－α）、並びに
あるいくつかのインターロイキン（ＩＬ）が含まれる。本発明の化合物によって生合成が
誘発されうるサイトカインには、ＩＦＮ－α、ＴＮＦ－α、ＩＬ－１、ＩＬ－６、ＩＬ－
１０、およびＩＬ－１２、および多様なその他のサイトカインが含まれる。ほかの効果の
中では、これらのサイトカインおよびその他のサイトカインは、ウイルス生産および腫瘍
細胞成長を阻害することができ、これによってこれらの化合物は、ウイルス性疾患および
腫瘍の治療において有用なものになる。したがって本発明は、動物におけるサイトカイン
生合成の誘発方法であって、有効量の本発明の化合物または組成物を動物に投与すること
を含む方法を提供する。
【００６４】
本発明のあるいくつかの化合物は、有意レベルの炎症サイトカインの付随的生産を伴なわ
ずに、例えばｐＤＣ２細胞（前駆体樹状細胞－２型）を含むＰＢＭＣ（末梢血単核球）な
どの造血細胞の集団におけるＩＦＮ－αの発現を優先的に誘発することが発見された。
【００６５】
サイトカインの生産を誘発する能力に加えて、本発明の化合物は、先天性免疫反応のその
他の側面にも影響を与える。例えばナチュラルキラー細胞活性が刺激されることもある。
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これは、サイトカイン誘発によることがある効果である。これらの化合物はまた、マクロ
ファージも活性化しうる。これは今度は、一酸化窒素の分泌および追加のサイトカインの
生産を刺激する。さらにはこれらの化合物は、Ｂ－リンパ球の増殖および分化を引起こし
うる。
【００６６】
本発明の化合物はまた、獲得免疫反応に対する影響も有する。例えばＴ細胞への直接の影
響もＴ細胞サイトカインの直接の誘発もないと考えられるが、Ｔヘルパー１型（Ｔｈ１）
サイトカインＩＦＮ－γの生産が間接的に誘発され、Ｔヘルパー２型（Ｔｈ２）サイトカ
インＩＬ－４、ＩＬ－５、およびＩＬ－１３の生産は、これらの化合物の投与の時に阻害
される。この活性は、これらの化合物が、Ｔｈ１応答の上方調整（ｕｐｒｅｇｕｌａｔｉ
ｏｎ）および／またはＴｈ２応答の下方調整（ｄｏｗｎｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ）が望まれ
る病気の治療において有用であることを意味する。本発明の化合物がＴｈ２免疫反応を阻
害する能力から見て、これらの化合物は、アトピー性疾患、例えばアトピー性皮膚炎、喘
息、アレルギー、アレルギー性鼻炎；全身性エリテマトーデス、の治療において；細胞性
免疫のためのワクチン佐剤として；およびおそらくは再発性真菌症、およびクラミジアの
治療として有用であると期待される。
【００６７】
化合物の免疫反応調整効果によって、化合物は多様な状態の治療に際して有用となる。Ｉ
ＦＮ－αおよび／またはＴＮＦ－αなどのサイトカインの産出を誘発させる能力のゆえに
、化合物はウイルス性疾患および腫瘍の治療に際して特に有用である。この免疫調整活性
は、性器疣、尋常性疣、足底疣、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、単純疱疹ウイルス１型および２型
、伝染性軟疣、大痘瘡、ＨＩＶ、ＣＭＶ、ＶＺＶ、ライノウイルス、アデノウイルス、イ
ンフルエンザおよびパラインフルエンザを含むウイルス性疾患、頚部上皮異常増殖などの
上皮異常増殖、ヒト乳頭腫ウイルス（ＨＰＶ）および関連異常増殖、真菌症、例えば、カ
ンジダ、アスペルギルスおよびプリクトコックス性髄膜炎、新生物形成疾患、例えば、基
底細胞癌、ヘアリーセル白血病、カポジ肉腫、腎細胞癌、扁平上皮癌、骨髄性白血病、多
発性骨髄腫、メラノーマ、非ホジキンリンパ腫、皮膚Ｔ－細胞リンパ腫およびその他の癌
、寄生虫疾患、例えば、ニューモシスチス－カリニ、クリプトスポリジオシス、ヒストプ
ラスマ症、トキソプラスマ症、トリパノソーマ類感染症およびリーシュマニア症、ならび
に細菌感染症、例えば、結核症および鳥型結核菌に限定されないが、それらなどの疾患の
治療に際して本発明の化合物が有用であることを示唆している。本発明の化合物を用いて
治療できる別の疾患または状態には、日光性角化症、湿疹、好酸球増加症、本態性血小板
減少症（ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　ｔｈｒｏｍｂｏｃｙｔｈａｅｍｉａ）、らい病、多発性硬
化症、オーメン症候群、円板状紅斑、ボーエン病、ボウエノイド丘疹症、円形脱毛症、手
術後のケロイド形成およびその他の型の手術後の瘢痕の抑制が挙げられる。さらに、これ
らの化合物は、慢性創傷を含む創傷の治癒を強化するか、または刺激しうる。化合物は、
例えば、移植患者、癌患者およびＨＩＶ患者の細胞媒介性免疫の抑制後に発生する日和見
感染症および腫瘍を治療するために有用である場合がある。
【００６８】
サイトカイン生合成を誘発するのに有効な化合物の量は、１つ以上の細胞型、例えば単球
、マクロファージ、樹状細胞、およびＢ－細胞に、例えばＩＦＮ－α、ＴＮＦ－α、ＩＬ
－１、ＩＬ－６、ＩＬ－１０、およびＩＬ－１２などの１つ以上のサイトカインのバッグ
グラウンドレベル以上に増加した量のこのようなサイトカインを生じさせるのに十分な量
である。正確な量は、この技術において知られている要因に応じて変わるが、約１００ｎ
ｇ／ｋｇ～約５０ｍｇ／ｋｇ、好ましくは約１０μｇ／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの用量であ
ると予測される。本発明はまた、動物におけるウイルス感染の治療方法、および動物にお
ける新生物形成疾患の治療方法であって、この動物に有効量の本発明の化合物または組成
物を投与することを含む方法を提供する。ウイルス感染を治療または阻害するのに有効な
量は、ウイルス感染の徴候、例えばウイルス障害、ウイルス負荷、ウイルス生産速度、お
よび未処理対照動物と比較した致死率のうちの１つ以上における減少を引起こす量である
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。正確な量は、この技術において知られている要因に応じて変わるが、約１００ｎｇ／ｋ
ｇ～約５０ｍｇ／ｋｇ、好ましくは約１０μｇ／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの用量であると予
測される。新生物状態を治療するのに有効な化合物の量は、腫瘍のサイズまたは腫瘍の病
巣数の減少を引起こす量である。これもまた正確な量は、この技術において知られている
要因に応じて変わるが、約１００ｎｇ／ｋｇ～約５０ｍｇ／ｋｇ、好ましくは約１０μｇ
／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの用量であると予測される。
【００６９】
本発明は、下記実施例によってさらに詳しく記載される。これらの実施例は例証のために
のみ示されているのであって、限定することを意図するものではない。
【００７０】
下記の実施例において、これらの化合物のいくつかを、半－分取ＨＰＬＣ（ｓｅｍｉ－ｐ
ｒｅｐａｒａｔｉｖｅ　ＨＰＬＣ）を用いて精製した。２つの異なる方法を用いた。これ
らの方法を下に記載する。
【００７１】
方法Ａ
この方法は、９００シリーズ・インテリジェント・インタフェース（Ｓｅｒｉｅｓ　Ｉｎ
ｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を装備したＡ－１００ギルソン（Ｇｉｌｓｏ
ｎ）－６を用いた。セミプレプＨＰＬＣ分画をＬＣ－ＡＰＣＩ／ＭＳによって分析し、適
切な分画を組み合わせ、凍結乾燥させて、所望の化合物のトリフルオロ酢酸塩を生じさせ
た。
【００７２】
カラム：カラムマイクロソーブ（Ｍｉｃｒｏｓｏｒｂ）Ｃ１８、２１．４×２５０ｍｍ、
粒度８マイクロメートル、孔６０オングストローム、流量：１０ｍＬ／分、２５分で２～
９５％Ｂの傾斜溶離、５分にわたり９５％Ｂで保持、ここでＡ＝０．１％トリフルオロ酢
酸／水およびＢ＝０．１％トリフルオロ酢酸／アセトニトリル、分画収集を引き起こすた
めに２５４ｎｍでピーク検出。
【００７３】
方法Ｂ
この方法は、ウォーター・フラクション・リナックス（Ｗａｔｅｒｓ　Ｆｒａｃｔｉｏｎ
　Ｌｙｎｘ）自動化精製システムを用いた。マイクロマス（Ｍｉｃｒｏｍａｓｓ）ＬＣ－
ＴＯＦＭＳを用いてセミプレプＨＰＬＣ分画を分析し、適切な分画を組み合わせ、遠心蒸
発させて、所望の化合物のトリフルオロ酢酸塩を生じさせた。1Ｈ　ＮＭＲ分光分析法に
よって構造を確認した。
【００７４】
カラム：フェノメネックス・ルナ（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｎａ）Ｃ１８（２）、１
０×５０ｍｍ、粒度５マイクロメートル、孔１００オングストローム、流量：２５ｍＬ／
分、４分で５～６５％Ｂ、その後０．１分で６５～９５％Ｂの傾斜溶離、その後０．４分
にわたり９５％Ｂで保持、ここでＡ＝０．０５％トリフルオロ酢酸／水およびＢ＝０．０
５％トリフルオロ酢酸／アセトニトリル、マスセレクティブトリガリングによって分画収
集。
【００７５】
実施例１
１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ
］キノリン－４－アミン
【化１８】
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【００７６】
パートＡ
Ｎ2下での１８０ｍＬのテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）中の２－（２－アミノエトキシ）
エタノール（２９．０ｇ、０．２７６モル）の溶液を０℃に冷却し、１４０ｍＬの２Ｎ・
ＮａＯＨ溶液で処理した。その後、迅速に攪拌した溶液に１８０ｍＬのＴＨＦ中のジ－ｔ
－ブチルジカーボネート（６０．２ｇ、０．２７６モル）の溶液を１時間にわたり滴下し
た。その後、反応混合物を放置して室温に暖め、さらに１８時間にわたり攪拌した。その
後、ＴＨＦを減圧下で除去し、１５０ｍＬの１Ｍ・Ｈ2ＳＯ4溶液の添加によって残りの水
性スラリーをｐＨ３にした。その後、これを酢酸エチル（３００ｍＬ、１００ｍＬ）で抽
出し、組み合わせ有機層をＨ2Ｏ（２×）およびブラインで洗浄した。有機部分をＮａ2Ｓ
Ｏ4上で乾燥させ濃縮して、無色油（４７．１ｇ）としてｔ－ブチル２－（２－ヒドロキ
シエトキシ）エチルカルバメートが生じた。
【００７７】
パートＢ
１Ｌの無水ＣＨ2Ｃｌ2中で迅速に攪拌したｔ－ブチル２－（２－ヒドロキシエトキシ）エ
チルカルバメート（４７．１ｇ、０．２３０モル）の溶液を窒素下で０℃に冷却し、トリ
エチルアミン（４８．０ｍＬ、０．３４５モル）で処理した。その後、塩化メタンスルホ
ニル（１９．６ｍＬ、０．２５３モル）を３０分にわたり滴下した。その後、反応混合物
を放置して室温に暖め、さらに２２時間にわたり攪拌した。その後、５００ｍＬの飽和Ｎ
ａＨＣＯ3溶液の添加によって反応を冷却し、有機層を分離した。その後、有機層をＨ2Ｏ
（３×５００ｍＬ）およびブラインで洗浄した。有機部分をＮａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮
して、褐色油（６３．５ｇ）として２－{２－［（ｔ－ブトキシカルボニル）アミノ］エ
トキシ}エチルメタンスルホネートが生じた。
【００７８】
パートＣ
４００ｍＬのＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）中で攪拌した２－{２－［（ｔ－
ブトキシカルボニル）アミノ］エトキシ}エチルメタンスルホネート（６３．５ｇ、０．
２２４モル）の溶液をＮａＮ3（１６．１ｇ、０．２４７モル）で処理し、反応混合物を
Ｎ2下で９０℃に加熱した。５時間後に、溶液を室温に冷却し、５００ｍＬの冷Ｈ2Ｏで処
理した。その後、反応混合物をＥｔ2Ｏ（３×３００ｍＬ）で抽出した。組み合わせ有機
抽出物をＨ2Ｏ（４Ｘ１００ｍＬ）およびブライン（２×１００ｍＬ）で洗浄した。有機
部分をＭｇＳＯ4上で乾燥させ濃縮して、淡褐色油として５２．０ｇのｔ－ブチル２－（
２－アジドエトキシ）エチルカルバメートが生じた。
【００７９】
パートＤ
ＭｅＯＨ中のｔ－ブチル２－（２－アジドエトキシ）エチルカルバメート（４７．０ｇ、
０．２０４モル）の溶液を炭素上の４ｇの１０％Ｐｄで処理し、Ｈ2（３Ｋｇ／ｃｍ2）下
で２４時間にわたり振とうした。その後、Ｃｅｌｉｔｅパッドを通して溶液を濾過し濃縮
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して、無色液体として３５．３ｇの粗ｔ－ブチル２－（２－アミノエトキシ）エチルカル
バメートが生じ、それを特に精製せずに用いた。
【００８０】
パートＥ
Ｎ2下で５００ｍＬの無水ＣＨ2Ｃｌ2中で攪拌した４－クロロ－３－ニトロキノリン（３
１．４ｇ、０．１５１モル）の溶液をトリエチルアミン（４３ｍＬ、０．３０８モル）お
よびｔ－ブチル２－（２－アミノエトキシ）エチルカルバメート（０．１５１モル）で処
理した。一晩攪拌後に、反応混合物をＨ2Ｏ（２×３００ｍＬ）およびブライン（３００
ｍＬ）で洗浄した。有機部分をＮａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮して鮮やかな黄色の固形物が
生じた。酢酸エチル／ヘキサンから再結晶させると、鮮やかな黄色の結晶として４３．６
ｇのｔ－ブチル２－{２－［（３－ニトロキノリン－４－イル）アミノ］エトキシ}エチル
カルバメートが生じた。
【００８１】
パートＦ
トルエン中のｔ－ブチル２－{２－［（３－ニトロキノリン－４－イル）アミノ］エトキ
シ}エチルカルバメート（７．５２ｇ、２０．０ミリモル）の溶液を炭素上の１．５ｇの
５％Ｐｔで処理し、Ｈ2（３Ｋｇ／ｃｍ2）下で２４時間にわたり振とうした。その後、Ｃ
ｅｌｉｔｅパッドを通して溶液を濾過し濃縮して、黄色シロップとして６．９２ｇの粗ｔ
－ブチル２－{２－［（３－ニトロキノリン－４－イル）アミノ］エトキシ}エチルカルバ
メートが生じた。
【００８２】
パートＧ
５０ｍＬのトルエン中のｔ－ブチル２－{２－［（３－ニトロキノリン－４－イル）アミ
ノ］エトキシ}エチルカルバメート（３．４６ｇ、１０．０ミリモル）の溶液をトリエチ
ルオルトバレレート（２．５ｍＬ、１４．５ミリモル）で処理し、反応混合物を還流する
ように加熱した。その後、ピリジニウム塩酸塩の２５ｍｇ部分を添加し、還流を４時間に
わたり続けた。その後、反応を減圧下で濃縮乾固した。残留物を５０ｍＬのＣＨ2Ｃｌ2に
溶解し、飽和ＮａＨＣＯ3、Ｈ2Ｏおよびブラインで洗浄した。有機部分をＮａ2ＳＯ4上で
乾燥させ濃縮して緑色油が生じた。緑色油を５０ｍＬの高温ＭｅＯＨに溶解し、活性炭で
処理した。高温溶液を濾過し濃縮して、黄色油として４．１２ｇのｔ－ブチル２－［２－
（２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）エトキシ］エチルカ
ルバメートが生じた。
【００８３】
パートＨ
５０ｍＬのＣＨ2Ｃｌ2中のｔ－ブチル２－［２－（２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５
－ｃ］キノリン－１－イル）エトキシ］エチルカルバメート（４．１２ｇ、１０．０ミリ
モル）の溶液を３－クロロペルオキシ安息香酸（ＭＣＰＢＡ、７７％、２．５ｇ、１１．
２ミリモル）で処理した。５時間にわたり攪拌後に、反応混合物を飽和ＮａＨＣＯ3溶液
で処理し、層を分離した。有機部分をＨ2Ｏおよびブラインで洗浄し、その後、Ｎａ2ＳＯ

4上で乾燥させ濃縮して、淡褐色発泡体として３．６８ｇのｔ－ブチル２－［２－（２－
ブチル－５－オキシド－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）エトキシ］
エチルカルバメートが生じた。
【００８４】
パートＩ
１００ｍＬの１，２－ジクロロエタン中のｔ－ブチル２－［２－（２－ブチル－５－オキ
シド－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）エトキシ］エチルカルバメー
ト（３．６８ｇ、８．６０ミリモル）の溶液を８０℃に加熱し、１０ｍＬの濃ＮＨ4ＯＨ
溶液で処理した。迅速に攪拌した溶液に固体塩化ｐ－トルエンスルホニル（１．８７ｇ、
９．８１ミリモル）を１０分にわたり添加した。その後、反応混合物を圧力容器に密封し
、加熱を２時間にわたり続けた。その後、反応混合物を冷却し、１００ｍＬのＣＨ2Ｃｌ2
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で処理した。その後、反応混合物をＨ2Ｏ、１％ＮａＨＣＯ3溶液（３×）およびブライン
で洗浄した。有機部分をＮａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮して、淡褐色発泡体として３．６８
ｇのｔ－ブチル２－［２－（４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キ
ノリン－１－イル）エトキシ］エチルカルバメートが生じた。
【００８５】
パートＪ
ｔ－ブチル２－［２－（４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリ
ン－１－イル）エトキシ］エチルカルバメート（３．６８ｇ、８．６０ミリモル）をＥｔ
ＯＨ中の２０ｍＬの２Ｍ・ＨＣｌに懸濁させ、攪拌しながら混合物を還流するように加熱
した。３時間後に、反応混合物を濃縮して固形物が生じた。固形物を高温ＥｔＯＨ（５０
ｍＬ）で破砕し濾過して、塩酸塩として２．９０ｇの製品が生じた。５０ｍＬのＨ2Ｏに
塩酸塩を溶解し、５ｍＬの濃ＮＨ4ＯＨで処理することにより遊離塩基を製造した。水性
懸濁液をＣＨ2Ｃｌ2（３×５０ｍＬ）で抽出した。組み合わせ有機層をＮａ2ＳＯ4上で乾
燥させ濃縮して、黄褐色粉末として１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－２－ブ
チル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンが生じた。
ＭＳ３２８（Ｍ＋Ｈ）+；
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ3）δ７．９５（ｄ、Ｊ＝８．３Ｈｚ、１Ｈ）、７
．８３（ｄ、Ｊ＝８．４Ｈｚ、１Ｈ）、７．５０（ｍ、１Ｈ）、７．３０（ｍ、１Ｈ）、
５．４１（ｓ、２Ｈ）、４．６９（ｔ、Ｊ＝５．６Ｈｚ、２Ｈ）、３．９３（ｔ、Ｊ＝５
．６Ｈｚ、２Ｈ）、３．３９（ｔ、Ｊ＝５．１Ｈｚ、２Ｈ）、２．９７（ｔ、Ｊ＝７．９
Ｈｚ、２Ｈ）、２．７６（ｔ、Ｊ＝５．１Ｈｚ、２Ｈ）、１．８９（ｍ、２Ｈ）、１．５
２（ｍ、２Ｈ）、１．２６（ｂｒｓ、２Ｈ）、１．０１（ｔ、Ｊ＝７．３Ｈｚ、３Ｈ）。
【００８６】
実施例２
１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－
４－アミン
【化１９】

【００８７】
パートＡ
１００ｍＬのトルエン中のｔ－ブチル２－{２－［（３－アミノキノリン－４－イル）ア
ミノ］エトキシ}エチルカルバメート（６．９２ｇ、２０．０ミリモル）の溶液をトリエ
チルオルトホルメート（４．６５ｍＬ、２８．０ミリモル）で処理し、反応混合物を還流
するように加熱した。その後、ピリジニウム塩酸塩の１００ｍｇ部分を添加し、還流を２
時間にわたり続けた。その後、反応を減圧下で濃縮乾固した。残留物を２００ｍＬのＣＨ

2Ｃｌ2に溶解し、飽和ＮａＨＣＯ3、Ｈ2Ｏおよびブラインで洗浄した。有機部分をＮａ2

ＳＯ4上で乾燥させ濃縮して緑色油が生じた。緑色油を２００ｍＬの高温ＭｅＯＨに溶解
し、１０ｇの活性炭で処理した。高温溶液を濾過し濃縮して、淡黄色シロップとして５．
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２５ｇのｔ－ブチル２－［２－（１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）エ
トキシ］エチルカルバメートが生じた。
【００８８】
パートＢ
２００ｍＬのＣＨ2Ｃｌ2中のｔ－ブチル２－［２－（１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノ
リン－１－イル）エトキシ］エチルカルバメート（５．２５ｇ、１４．７ミリモル）の溶
液をＭＣＰＢＡ（７７％、３．６３ｇ、１６．３ミリモル）で処理した。一晩攪拌後に、
反応混合物を飽和ＮａＨＣＯ3溶液で処理し、層を分離した。有機部分をＨ2Ｏおよびブラ
インで洗浄し、その後、Ｎａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮して、淡褐色発泡体として４．６０
ｇのｔ－ブチル２－［２－（５－オキシド－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１
－イル）エトキシ］エチルカルバメートが生じた。
【００８９】
パートＣ
１５０ｍＬの１，２－ジクロロエタン中のｔ－ブチル２－［２－（５－オキシド－１Ｈ－
イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）エトキシ］エチルカルバメート（４．６０
ｇ、１２．４ミリモル）の溶液を８０℃に加熱し、１０ｍＬの濃ＮＨ4ＯＨ溶液で処理し
た。迅速に攪拌した溶液に固体塩化ｐ－トルエンスルホニル（２．７１ｇ、１４．２ミリ
モル）を１０分にわたり添加した。その後、反応混合物をさらに２ｍＬの濃ＮＨ4ＯＨ溶
液で処理し、その後、圧力容器に密封し、加熱を３時間にわたり続けた。その後、反応混
合物を冷却し、１００ｍＬのＣＨ2Ｃｌ2で処理した。その後、反応混合物をＨ2Ｏ、１％
ＮａＨＣＯ3溶液（３×）およびブラインで洗浄した。有機部分をＮａ2ＳＯ4上で乾燥さ
せ濃縮して、淡褐色発泡体として４．５６ｇのｔ－ブチル２－［２－（４－アミノ－１Ｈ
－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）エトキシ］エチルカルバメートが生じた
。
【００９０】
パートＤ
ｔ－ブチル２－［２－（４－アミノ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル
）エトキシ］エチルカルバメート（４．５６ｇ、１２．３ミリモル）を１００ｍＬのＥｔ
ＯＨに溶解し、ＥｔＯＨ中の３０ｍＬの２Ｍ・ＨＣｌで処理し、攪拌しながら混合物を還
流するように加熱した。３時間後に、反応混合物を濃縮して固形物が生じた。固形物を高
温ＥｔＯＨ（１００ｍＬ）で破砕し濾過して、塩酸塩として製品が生じた。５０ｍＬのＨ

2Ｏに塩酸塩を溶解し、５ｍＬの濃ＮＨ4ＯＨで処理することにより遊離塩基を製造した。
水性懸濁液をＣＨ2Ｃｌ2（５Ｘ５０ｍＬ）で抽出した。組み合わせ有機層をＮａ2ＳＯ4上
で乾燥させ濃縮して、黄褐色粉末として１．３５ｇの１－［２－（２－アミノエトキシ）
エチル］－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンが生じた。
ＭＳ２７２（Ｍ＋Ｈ）+；
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ3）δ７．９８（ｄ、Ｊ＝８．２Ｈｚ、１Ｈ）、７
．８８（ｓ、１Ｈ）、７．８４（ｄ、Ｊ＝８．４Ｈｚ、１Ｈ）、７．５４（ｍ、１Ｈ）、
７．３２（ｍ、１Ｈ）、５．４３（ｓ、２Ｈ）、４．７４（ｔ、Ｊ＝５．２Ｈｚ、２Ｈ）
、３．９７（ｔ、Ｊ＝５．２Ｈｚ、２Ｈ）、３．４２（ｔ、Ｊ＝５．１Ｈｚ、２Ｈ）、２
．７８（ｔ、Ｊ＝５．１Ｈｚ、２Ｈ）、１．１０（ｂｒｓ、２Ｈ）。
【００９１】
実施例３
１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－イミ
ダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン
【化２０】
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【００９２】
パートＡ
２５０ｍＬの無水ＣＨ2Ｃｌ2中のｔ－ブチル２－{２－［（３－アミノキノリン－４－イ
ル）アミノ］エトキシ}エチルカルバメート（１０．２ｇ、２９．５ミリモル）の溶液を
０℃に冷却し、トリエチルアミン（４．１８ｍＬ、３０．０ミリモル）で処理した。その
後、塩化メトキシプロピオニル（３．３０ｍＬ、３０．３ミリモル）を５分にわたり滴下
した。その後、反応を室温に暖め、攪拌を１時間にわたり続けた。その後、反応混合物を
減圧下で濃縮して、オレンジ色の固形物が生じた。これを２５０ｍＬのＥｔＯＨに溶解し
、１２．５ｍＬのトリエチルアミンを添加した。混合物を還流するように加熱し、Ｎ2下
で一晩攪拌した。その後、反応を減圧下で濃縮乾固し、３００ｍＬのＥｔ2Ｏで処理した
。その後、混合物を濾過し、濾液を減圧下で濃縮して、褐色固形物が生じた。固形物を２
００ｍＬの高温ＭｅＯＨに溶解し、活性炭で処理した。高温溶液を濾過し濃縮して、黄色
シロップとして１１．１ｇのｔ－ブチル２－{２－［２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ
－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチルカルバメートが生じた
。
【００９３】
パートＢ
２５０ｍＬのＣＨＣｌ3中のｔ－ブチル２－{２－［２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－
イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチルカルバメート（１０．２
２ｇ、２４．７ミリモル）の溶液をＭＣＰＢＡ（７７％、９．１２ｇ、４０．８ミリモル
）で処理した。３０分にわたり攪拌後に、反応混合物を１％Ｎａ2ＣＯ3溶液（２×７５ｍ
Ｌ）およびブラインで洗浄した。その後、有機層をＮａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮して、オ
レンジ色の発泡体として１０．６ｇのｔ－ブチル２－{２－［２－（２－メトキシエチル
）－５－オキシド－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチ
ルカルバメートが生じ、それを特に精製せずに用いた。
【００９４】
パートＣ
１００ｍＬの１，２－ジクロロエタン中のｔ－ブチル２－{２－［２－（２－メトキシエ
チル）－５－オキシド－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}
エチルカルバメート（１０．６ｇ、２４．６ミリモル）の溶液を６０℃に加熱し、１０ｍ
Ｌの濃ＮＨ4ＯＨ溶液で処理した。迅速に攪拌した溶液に固体塩化ｐ－トルエンスルホニ
ル（７．０５ｇ、３７．０ミリモル）を１０分にわたり添加した。反応混合物をさらに１
ｍＬの濃ＮＨ4ＯＨ溶液で処理し、その後、圧力容器に密封し、加熱を２時間にわたり続
けた。その後、反応混合物を冷却し、１００ｍＬのＣＨＣｌ3で処理した。その後、反応
混合物をＨ2Ｏ、１％Ｎａ2ＣＯ3溶液（２×）およびブラインで洗浄した。有機部分をＮ
ａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮して、褐色発泡体として１０．６ｇのｔ－ブチル２－{２－［
４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１
－イル］エトキシ}エチルカルバメートが生じた。
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【００９５】
パートＤ
ｔ－ブチル２－{２－［４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－イミダゾ［４
，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチルカルバメート（１０．６ｇ、２４．６
ミリモル）をＥｔＯＨ中の７５ｍＬの２Ｍ・ＨＣｌで処理し、攪拌しながら混合物を還流
するように加熱した。１．５時間後に、反応混合物を冷却し濾過してゴム様の固形物が生
じた。固形物をＥｔＯＨおよびＥｔ2Ｏで洗浄し、真空下で乾燥させて、淡褐色固形物と
して塩酸塩が生じた。５０ｍＬのＨ2Ｏに塩酸塩を溶解し、１０％ＮａＯＨ溶液で処理す
ることにより遊離塩基を製造した。その後、水性懸濁液を濃縮乾固し、残留物をＣＨＣｌ

3で処理した。得られた塩を濾過により除去し、濾液を濃縮して、黄褐色粉末として３．
８２ｇの１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－２－（２－メトキシエチル）－１
Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンが生じた。
ＭＳ３３０（Ｍ＋Ｈ）+；
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6）δ８．１０（ｄ、Ｊ＝８．１Ｈｚ、１Ｈ）
、７．６６（ｄ、Ｊ＝８．２Ｈｚ、１Ｈ）、７．４０（ｍ、１Ｈ）、７．２５（ｍ、１Ｈ
）、６．８８（ｂｒｓ、２Ｈ）、４．７８（ｔ、Ｊ＝５．４Ｈｚ、２Ｈ）、３．８９（ｔ
、Ｊ＝４．８Ｈｚ、２Ｈ）、３．８４（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、２Ｈ）、３．５４（ｔ、Ｊ
＝５．４Ｈｚ、２Ｈ）、３．３１（ｓ、３Ｈ）、３．２３（ｔ、Ｊ＝６．６Ｈｚ、２Ｈ）
、２．８８（ｔ、Ｊ＝５．３Ｈｚ、２Ｈ）。
【００９６】
実施例４
Ｎ－（２－{２－［４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－イミダゾ［４，５
－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチル）ベンズアミド
【化２１】

【００９７】
１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－イミ
ダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン（７５０ｍｇ、２．２８ミリモル）を３５ｍＬ
の無水ＣＨ2Ｃｌ2に溶解し、Ｎ2下で０℃に冷却した。攪拌した溶液にＥｔ3Ｎ（０．３５
ｍＬ、２．５０ミリモル）および塩化ベンゾイル（２６０μＬ、２．２８ミリモル）を添
加し、反応を放置して２．５時間にわたり室温に暖めた。その後、飽和ＮａＨＣＯ3溶液
（３０ｍＬ）およびＣＨ2Ｃｌ2（３０ｍＬ）の添加によって反応混合物を冷却した。有機
層を分離し、Ｈ2Ｏおよびブラインで洗浄し、Ｎａ2ＳＯ4上で乾燥させ減圧下で濃縮して
、黄褐色発泡体が生じた。質量分光分析によると、所望の製品に加えて多少のビスアミド
の存在が示された。黄褐色発泡体を１００℃で５時間にわたり１Ｎ・ＨＣｌ水溶液（５０
ｍＬ）で処理した。ＨＰＬＣ分析によると、すべてのビスアミドが所望の製品に転化され
たことが示された。反応を室温に冷却し、ｐＨ～１１まで１０％ＮａＯＨで処理した。混
合物をＣＨＣｌ3（３×３０ｍＬ）で抽出した。組み合わせ有機抽出物をＨ2Ｏおよびブラ



(29) JP 4437189 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

インで洗浄し、Ｎａ2ＳＯ4上で乾燥させ減圧下で濃縮して、黄色固形物が生じた。カラム
クロマトグラフィー（ＳｉＯ2、５～１０％ＭｅＯＨ／ＣＨＣｌ3）により精製すると、白
色粉末として１００ｍｇのＮ－（２－{２－［４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）
－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチル）ベンズアミド
が生じた。融点１８４～１８７℃。
ＭＳ４３４（Ｍ＋Ｈ）+；
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6）δ８．４０（ｍ、１Ｈ）、８．０６（ｄ、
Ｊ＝８．３Ｈｚ、１Ｈ）、７．７６～７．７４（ｍ、２Ｈ）、７．６０（ｄ、Ｊ＝７．８
Ｈｚ、１Ｈ）、７．５４～７．３７（ｍ、４Ｈ）、７．１９（ｔ、Ｊ＝７．３Ｈｚ、１Ｈ
）、６．４８（ｓ、２Ｈ）、４．７９～４．７２（ｍ、２Ｈ）、３．９１～３．８４（ｍ
、２Ｈ）、３．７８（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、２Ｈ）、３．４８（ｔ、Ｊ＝５．５Ｈｚ、２
Ｈ）、３．２５（ｓ、３Ｈ）、３．２０（ｔ、Ｊ＝６．３Ｈｚ、２Ｈ）。
13Ｃ（７５ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6）δ１６６．７、１５２．０、１５１．９、１４５．
２、１３４．８、１３２．７、１３１．４、１２８．６、１２７．４、１２６．７、１２
１．４、１２０．５、１１５．１、７０．４、６９．４、６９．２、５８．４、４５．５
、２７．６。
【００９８】
実施例５
１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－２－（２－メトキシエチル）－６，７，８
，９－テトラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン
【化２２】

【００９９】
１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－イミ
ダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン（１０．０ｇ、２７．３ミリモル）を５０ｍＬ
のトリフルオロ酢酸に溶解し、ＰｔＯ2（１．０ｇ）で処理した。反応混合物をＨ2（３Ｋ
ｇ／ｃｍ2）下で振とうした。４日後に、さらに０．５ｇのＰｔＯ2を添加し、水素添加を
さらに３日にわたり続けた。その後、Ｃｅｌｉｔｅを通して反応を濾過し減圧下で濃縮し
て褐色油が生じた。黄色油を２００ｍＬのＨ2Ｏに溶解し、その後、１０％ＮａＯＨ溶液
の添加によって塩基性（ｐＨ～１１）にした。その後、これをＣＨＣｌ3（５Ｘ７５ｍＬ
）で抽出し、組み合わせ有機層をＮａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮して、黄褐色固形物として
５．１７ｇの１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－２－（２－メトキシエチル）
－６，７，８，９－テトラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン
が生じた。
ＭＳ３３４（Ｍ＋Ｈ）+；
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ3）δ５．１９（ｓ、２Ｈ）、４．４９（ｔ、Ｊ＝
５．４Ｈｚ、２Ｈ）、３．８４（ｔ、Ｊ＝６．６Ｈｚ、２Ｈ）、３．７１（ｔ、Ｊ＝５．
４Ｈｚ、２Ｈ）、３．３６（ｔ、Ｊ＝５．２Ｈｚ、２Ｈ）、３．５１（ｓ、３Ｈ）、３．
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１５（ｔ、Ｊ＝６．６Ｈｚ、２Ｈ）、２．９５（ｍ、２Ｈ）、２．８２（ｍ、２Ｈ）、２
．７６（ｔ、Ｊ＝５．１Ｈｚ、２Ｈ）、１．８４（ｍ、４Ｈ）、１．４７（ｂｒｓ、２Ｈ
）。
【０１００】
実施例６
Ｎ－（２－{２－［４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）－６，７，８，９－テトラ
ヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチル）ベンズ
アミド
【化２３】

【０１０１】
１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－２－（２－メトキシエチル）－６，７，８
，９－テトラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン（１．００ｇ
、３．００ミリモル）を３０ｍＬの無水ＣＨ2Ｃｌ2に溶解し、Ｎ2下で０℃に冷却した。
攪拌した溶液にＥｔ3Ｎ（０．８４ｍＬ、６．００ミリモル）および塩化ベンゾイル（３
４８μＬ、３．００ミリモル）を添加し、反応を放置して一晩室温に暖めた。その後、飽
和ＮａＨＣＯ3溶液（３０ｍＬ）の添加によって反応混合物を冷却した。有機層を分離し
、Ｈ2Ｏおよびブラインで洗浄し、Ｎａ2ＳＯ4上で乾燥させ減圧下で濃縮して、黄色油が
生じた。油を最少量の高温ＭｅＯＨに溶解し、その後、Ｅｔ2Ｏ（５０ｍＬ）で処理し、
それは白色沈殿物を生じさせた。濾過によって固形物を単離し、真空下で乾燥させて、白
色粉末として４７６ｍｇのＮ－（２－{２－［４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）
－６，７，８，９－テトラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］
エトキシ}エチル）ベンズアミドが生じた。融点１４１～１４３℃。
ＭＳ４３８（Ｍ＋Ｈ）+；
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6）δ８．３６（ｔ、Ｊ＝５．４Ｈｚ、１Ｈ）
、７．７８～７．７６（ｍ、２Ｈ）、７．５４～７．４２（ｍ、３Ｈ）、５．６８（ｓ、
２Ｈ）、４．４３（ｔ、Ｊ＝５．４Ｈｚ、２Ｈ）、３．７５～３．６９（ｍ、４Ｈ）、３
．４８（ｔ、Ｊ＝６．０Ｈｚ、２Ｈ）、３．３７（ｔ、Ｊ＝５．５Ｈｚ、２Ｈ）、３．２
４（ｓ、３Ｈ）、３．０７（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、２Ｈ）、２．９１（ｍ、２Ｈ）、２．
６３（ｍ、２Ｈ）、１．７０（ｍ、４Ｈ）。
13Ｃ（７５ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6）δ１６６．７、１５１．３、１４９．３、１４６．
２、１３８．５、１３４．８、１３１．４、１２８．６、１２７．５、１２４．９、１０
５．６、７０．５、７０．５、６９．３、５８．４、４４．６、３２．７、２７．６、２
３．８、２３．０、２３．０。
分析；Ｃ24Ｈ31Ｎ5Ｏ3に関する計算値：％Ｃ６５．８８、％Ｈ７．１４、％Ｎ１６．０１
、検出値：％Ｃ６５．５５、％Ｈ７．１５、％Ｎ１５．８７。
【０１０２】
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実施例７
２－（２－メトキシエチル）－１－{２－［２－（メチルアミノ）エトキシ］エチル}－１
Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン
【化２４】

【０１０３】
パートＡ
水素化ナトリウム（６０％油分散液、９．１ｇ、２２８ミリモル）を丸底フラスコに入れ
、Ｎ2下でヘキサン（３×）により洗浄した。乾燥させた水素化ナトリウムを８００ｍＬ
の無水ＴＨＦで処理した。その後、攪拌した水素化ナトリウム溶液に２００ｍＬのＴＨＦ
中のｔ－ブチル２－（２－アジドエトキシ）エチルカルバメート（４１．９ｇ、１８２ミ
リモル）を４０分にわたり添加した。添加が完了した後に、反応をさらに２０分にわたり
攪拌し、その後、沃化メチル（１３．６ｍＬ、２１８ミリモル）を添加した。一晩攪拌し
た後に、反応を３００ｍＬの飽和ＮａＨＣＯ3溶液で冷却した。その後、反応混合物を２
００ｍＬのＨ2Ｏおよび１ＬのＥｔ2Ｏで処理した。有機層を分離し、Ｈ2Ｏおよびブライ
ンで洗浄した。その後、有機部分をＭｇＳＯ4上で乾燥させ減圧下で濃縮して、黄色液と
して４１．９ｇのｔ－ブチル２－（２－アジドエトキシ）エチル（メチル）カルバメート
が生じた。
【０１０４】
パートＢ
６００ｍＬのＭｅＯＨ中のｔ－ブチル２－（２－アジドエトキシ）エチル（メチル）カル
バメート（４１．９ｇ、１７０ミリモル）の溶液を炭素上の２．５ｇの１０％Ｐｄで処理
し、Ｈ2（３Ｋｇ／ｃｍ2）下で２４時間にわたり振とうした。その後、Ｃｅｌｉｔｅパッ
ドを通して溶液を濾過し濃縮して、淡黄色液として３７．２ｇの粗ｔ－ブチル２－（２－
アジドエトキシ）エチル（メチル）カルバメートが生じた。
【０１０５】
パートＣ
Ｎ2下で４００ｍＬの無水ＣＨ2Ｃｌ2中で攪拌した４－クロロ－３－ニトロキノリン（３
２．３ｇ、１５５ミリモル）の溶液をトリエチルアミン（４３．１ｍＬ、３１０ミリモル
）およびｔ－ブチル２－（２－アミノエトキシ）エチル（メチル）カルバメート（３７．
２ｇ、１７１ミリモル）で処理した。一晩攪拌後に、反応混合物をＨ2Ｏ（２×３００ｍ
Ｌ）およびブライン（３００ｍＬ）で洗浄した。有機部分をＮａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮
して褐色油が生じた。カラムクロマトグラフィー（ＳｉＯ2、３３％酢酸エチル／ヘキサ
ン－６７％酢酸エチル／ヘキサン）により、黄色固形物として４６．７ｇのｔ－ブチルメ
チル（２－{２－［（３－ニトロキノリン－４－イル）アミノ］エトキシ}エチル）カルバ
メートが生じた。
【０１０６】
パートＤ



(32) JP 4437189 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

７５ｍＬのトルエン中のｔ－ブチルメチル（２－{２－［（３－ニトロキノリン－４－イ
ル）アミノ］エトキシ}エチル）カルバメート（６．５６ｇ、１６．８ミリモル）の溶液
を炭素上の０．５ｇの５％Ｐｔで処理し、Ｈ2（３Ｋｇ／ｃｍ2）下で２４時間にわたり振
とうした。その後、Ｃｅｌｉｔｅパッドを通して溶液を濾過し濃縮して、オレンジ色のシ
ロップとして６．８ｇの粗ｔ－ブチル２－{２－［（３－アミノキノリン－４－イル）ア
ミノ］エトキシ}エチル（メチル）カルバメートが生じ、それを特に精製せずに続けた。
【０１０７】
パートＥ
２００ｍＬの無水ＣＨ2Ｃｌ2中のｔ－ブチル２－{２－［（３－アミノキノリン－４－イ
ル）アミノ］エトキシ}エチル（メチル）カルバメート（６．０５ｇ、１６．８ミリモル
）の溶液を０℃に冷却し、トリエチルアミン（２．４０ｍＬ、１７．２ミリモル）で処理
した。その後、塩化メトキシプロピオニル（１．７２ｍＬ、１７．２ミリモル）を５分に
わたり滴下した。その後、反応を室温に暖め、攪拌を３時間にわたり続けた。その後、反
応混合物を減圧下で濃縮して、オレンジ色の固形物が生じた。これを２００ｍＬのＥｔＯ
Ｈに溶解し、７．２ｍＬのトリエチルアミンを添加した。混合物を還流するように加熱し
、Ｎ2下で一晩攪拌した。その後、反応を減圧下で濃縮乾固し、３００ｍＬのＥｔ2Ｏで処
理した。その後、混合物を濾過し、濾液を減圧下で濃縮して、褐色固形物が生じた。これ
を３００ｍＬのＣＨ2Ｃｌ2に溶解し、Ｈ2Ｏおよびブラインで洗浄した。有機部分をＮａ2

ＳＯ4上で乾燥させ減圧下で濃縮して褐色油が生じた。油を１００ｍＬの高温ＭｅＯＨに
溶解し、活性炭で処理した。高温溶液を濾過し濃縮して、黄色シロップとして７．２０ｇ
のｔ－ブチル２－{２－［２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］
キノリン－１－イル］エトキシ}エチル（メチル）カルバメートが生じた。
【０１０８】
パートＦ
２００ｍＬのＣＨ2Ｃｌ2中のｔ－ブチル２－{２－［２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ
－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチル（メチル）カルバメー
ト（７．２０ｇ、１６．８ミリモル）の溶液をＭＣＰＢＡ（７７％、４．３２ｇ、１９．
３ミリモル）で処理した。６時間にわたり攪拌した後に、反応混合物を飽和ＮａＨＣＯ3

溶液で処理し、層を分離した。有機部分をＨ2Ｏおよびブラインで洗浄し、その後、Ｎａ2

ＳＯ4上で乾燥させ濃縮して、淡褐色固形物として７．０５ｇのｔ－ブチル２－{２－［２
－（２－メトキシエチル）－５－オキシド－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１
－イル］エトキシ}エチル（メチル）カルバメートが生じた。
【０１０９】
パートＧ
１００ｍＬの１，２－ジクロロエタン中のｔ－ブチル２－{２－［２－（２－メトキシエ
チル）－５－オキシド－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}
エチル（メチル）カルバメート（７．０５ｇ、１５．９ミリモル）の溶液を８０℃に加熱
し、５ｍＬの濃ＮＨ4ＯＨ溶液で処理した。迅速に攪拌した溶液に固体塩化ｐ－トルエン
スルホニル（３．３３ｇ、１７．５ミリモル）を１０分にわたり添加した。反応混合物を
さらに５ｍＬの濃ＮＨ4ＯＨ溶液で処理し、その後、圧力容器に密封し、加熱を４時間に
わたり続けた。その後、反応混合物を冷却し、１００ｍＬのＣＨ2Ｃｌ2で処理した。その
後、反応混合物をＨ2Ｏ、１％Ｎａ2ＣＯ3溶液（３×）およびブラインで洗浄した。有機
部分をＮａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮して、褐色油として６．５０ｇのｔ－ブチル２－{２
－［４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン
－１－イル］エトキシ}エチル（メチル）カルバメートが生じた。
【０１１０】
パートＨ
ｔ－ブチル２－{２－［４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－イミダゾ［４
，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチル（メチル）カルバメート（６．５０ｇ
、１４．７ミリモル）を１００ｍＬのＥｔＯＨに溶解し、ＥｔＯＨ中の２０ｍＬの２Ｍ・
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ＨＣｌで処理し、攪拌しながら混合物を還流するように加熱した。６時間後に、反応混合
物を冷却し濾過してゴム様の固形物が生じた。固形物をＥｔＯＨおよびＥｔ2Ｏで洗浄し
、真空下で乾燥させて淡褐色粉末として塩酸塩が生じた。５０ｍＬのＨ2Ｏに塩酸塩を溶
解し、５ｍＬの濃ＮＨ4ＯＨで処理することにより遊離塩基を製造した。水性懸濁液をＣ
Ｈ2Ｃｌ2（５×５０ｍＬ）で抽出した。組み合わせ有機層をＮａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮
して、黄褐色粉末として３．９３ｇの２－（２－メチキシエチル）－１－{２－［２－（
メチルアミノ）エトキシ］エチル}－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミ
ンが生じた。
ＭＳ３４４（Ｍ＋Ｈ）+；
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6）δ８．０７（ｄ、Ｊ＝７．７Ｈｚ、１Ｈ）
、７．６２（ｄｄ、Ｊ＝１．０、８．３Ｈｚ、１Ｈ）、７．４２（ｄｄｄ、Ｊ＝１．０、
７．１、８．２Ｈｚ、１Ｈ）、７．２２（ｄｄｄ、Ｊ＝１．１、７．１、８．２Ｈｚ、１
Ｈ）、６．４９（ｓ、２Ｈ）、４．７５（ｔ、Ｊ＝５．１Ｈｚ、２Ｈ）、３．８３（ｔ、
Ｊ＝６．８Ｈｚ、４Ｈ）、３．３５（ｔ、Ｊ＝５．６Ｈｚ、２Ｈ）、３．３０（ｓ、３Ｈ
）、３．２１（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、２Ｈ）、２．４５（ｔ、Ｊ＝５．６Ｈｚ、２Ｈ）、
２．１２（ｓ、３Ｈ）。
【０１１１】
実施例８
Ｎ－（２－{２－［４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）－１Ｈ－イミダゾ［４，５
－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチル）－Ｎ－メチルベンズアミド
【化２５】

【０１１２】
２－（２－メチキシエチル）－１－{２－［２－（メチルアミノ）エトキシ］エチル}－１
Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン（１．００ｇ、２．９２ミリモル）を
３０ｍＬの無水ＣＨ2Ｃｌ2に溶解し、Ｎ2下で０℃に冷却した。攪拌した溶液にＥｔ3Ｎ（
０．８１ｍＬ、５．８１ミリモル）および塩化ベンゾイル（３４０μＬ、２．９２ミリモ
ル）を添加し、反応を放置して一晩室温に暖めた。その後、飽和ＮａＨＣＯ3溶液（３０
ｍＬ）およびＣＨ2Ｃｌ2（３０ｍＬ）の添加によって反応混合物を冷却した。有機層を分
離し、Ｈ2Ｏおよびブラインで洗浄し、Ｎａ2ＳＯ4上で乾燥させ減圧下で濃縮した。カラ
ムクロマトグラフィー（ＳｉＯ2、水性ＮＨ4ＯＨで飽和した３％ＭｅＯＨ／ＣＨＣｌ3）
により精製すると、無色発泡体として製品が生じた。ＰｒＯＡｃおよびヘキサンから結晶
化させると、白色粉末として５４０ｍｇのＮ－（２－{２－［４－アミノ－２－（２－メ
トキシエチル）－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチル
）－Ｎ－メチルベンズアミドが生じた。融点９３．５～９７．０℃。
ＭＳ４４８（Ｍ＋Ｈ）+；
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1Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6、６０℃）δ８．０４（ｄ、Ｊ＝７．７Ｈｚ
、１Ｈ）、７．６３（ｄｄ、Ｊ＝０．９、８．２Ｈｚ、１Ｈ）、７．４２～７．３３（ｍ
、４Ｈ）、７．２３～７．１９（ｍ、３Ｈ）、６．２４（ｓ、２Ｈ）、４．７４（ｍ、２
Ｈ）、３．８６（ｍ、２Ｈ）、３．８２（ｔ、Ｊ＝６．８Ｈｚ、２Ｈ）、３．５１（ｍ、
２Ｈ）、３．４０（ｍ、２Ｈ）、３．２９（ｓ、３Ｈ）、３．１８（ｔ、Ｊ＝６．７Ｈｚ
、２Ｈ）、２．７５（ｂｒｓ、３Ｈ）。
13Ｃ（１２５ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6、６０℃）δ１５２．０、１５１．９、１４５．３
、１３７．１、１３２．８、１３１．３、１２９．４、１２８．５、１２７．０、１２６
．９、１２６．８、１２６．６、１２１．４、１２０．４、１１５．３、７０．５、６９
．５、６８．８、５８．４、４５．５、２７．８。
分析；Ｃ25Ｈ29Ｎ5Ｏ3に関する計算値：％Ｃ６７．０９、％Ｈ６．５３、％Ｎ１５．６５
、検出値：％Ｃ６７．０８、％Ｈ６．５６、％Ｎ１５．５８。
【０１１３】
実施例９
２－（２－メチキシエチル）－１－{２－［２－（メチルアミノ）エトキシ］エチル}－６
，７，８，９－テトラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン
【化２６】

【０１１４】
２－（２－メチキシエチル）－１－{２－［２－（メチルアミノ）エトキシ］エチル}－１
Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン（４．２２ｇ、１２．３ミリモル）を
２５ｍＬのトリフルオロ酢酸に溶解し、ＰｔＯ2（０．５ｇ）で処理した。反応混合物を
Ｈ2（３Ｋｇ／ｃｍ2）下で振とうした。４日後に、さらに０．５ｇのＰｔＯ2を添加し、
水素添加をさらに３日にわたり続けた。その後、Ｃｅｌｉｔｅを通して反応を濾過し減圧
下で濃縮して黄色油が生じた。黄色油を５０ｍＬのＨ2Ｏに溶解し、５０ｍＬのＣＨＣｌ3

で抽出した。有機部分取り出し廃棄した。その後、水性部分を１０％ＮａＯＨ溶液の添加
によって塩基性（ｐＨ～１２）にした。その後、これをＣＨＣｌ3（６Ｘ５０ｍＬ）で抽
出し、組み合わせ有機層をＮａ2ＳＯ4上で乾燥させ濃縮して褐色油が生じた。褐色油を１
００ｍＬの高温ＭｅＯＨに溶解し、１ｇの活性炭で処理した。Ｃｅｌｉｔｅを通して高温
溶液を濾過し濃縮乾固した。得られたゴム様固形物をＥｔ2Ｏで数回濃縮して、くすんだ
白色の粉末として３．１９ｇの２－（２－メチキシエチル）－１－{２－［２－（メチル
アミノ）エトキシ］エチル}－６，７，８，９－テロラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５
－ｃ］キノリン－４－アミンが生じた。
ＭＳ３４８（Ｍ＋Ｈ）+；
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ3）δ４．８４（ｓ、２Ｈ）、４．４８（ｔ、Ｊ＝
５．７Ｈｚ、２Ｈ）、３．８４（ｔ、Ｊ＝６．７Ｈｚ、２Ｈ）、３．７０（ｔ、Ｊ＝５．
７Ｈｚ、２Ｈ）、３．４６（ｔ、Ｊ＝５．１Ｈｚ、２Ｈ）、３．３６（ｓ、３Ｈ）、３．
１４（ｔ、Ｊ＝６．７Ｈｚ、２Ｈ）、２．９６（ｍ、２Ｈ）、２．８３（ｍ、２Ｈ）、２
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．６５（ｔ、Ｊ＝５．１Ｈｚ、２Ｈ）、２．３６（ｓ、３Ｈ）、１．８５（ｍ、４Ｈ）。
【０１１５】
実施例１０
Ｎ－（２－{２－［４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）－６，７，８，９－テトラ
ヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチル）－Ｎ－
メチルベンズアミド
【化２７】

【０１１６】
２－（２－メチキシエチル）－１－{２－［２－（メチルアミノ）エトキシ］エチル}－６
，７，８，９－テロラヒドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン（７
５０ｍｇ、２．１６ミリモル）を２０ｍＬの無水ＣＨ2Ｃｌ2に溶解し、Ｎ2下で０℃に冷
却した。攪拌した溶液にＥｔ3Ｎ（０．６０ｍＬ、４．３２ミリモル）および塩化ベンゾ
イル（２５０μＬ、２．１６ミリモル）を添加し、反応を放置して一晩室温に暖めた。そ
の後、飽和ＮａＨＣＯ3溶液（３０ｍＬ）およびＣＨ2Ｃｌ2（３０ｍＬ）の添加によって
反応混合物を冷却した。有機層を分離し、Ｈ2Ｏ（３×）およびブラインで洗浄し、Ｎａ2

ＳＯ4上で乾燥させ減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラフィー（ＳｉＯ2、水性ＮＨ4

ＯＨで飽和した３％ＭｅＯＨ／ＣＨＣｌ3）により精製すると、無色発泡体として製品が
生じた。発泡体をイソプロピルアルコールから濃縮して、シロップが生じ、それは放置す
ると固化した。固形物を真空下で乾燥させて、くすんだ白色の粉末として４０８ｍｇのＮ
－（２－{２－［４－アミノ－２－（２－メトキシエチル）－６，７，８，９－テトラヒ
ドロ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エトキシ}エチル）－Ｎ－メ
チルベンズアミドが生じた。融点８３．０～８７．０℃
ＭＳ４５２（Ｍ＋Ｈ）+；
1Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6、６０℃）δ７．３７（ｍ、３Ｈ）、７．２
３（ｍ、２Ｈ）、５．４６（ｓ、２Ｈ）、４．４３（ｍ、２Ｈ）、３．７６（ｔ、Ｊ＝６
．８Ｈｚ、２Ｈ）、３．６８（ｍ、２Ｈ）、３．５０（ｍ、２Ｈ）、３．４２（ｍ、２Ｈ
）、３．２７（ｓ、３Ｈ）、３．０５（ｔ、Ｊ＝６．４Ｈｚ、２Ｈ）、２．９２（ｍ、２
Ｈ）、２．８０（ｓ、３Ｈ）、２．６５（ｍ、２Ｈ）、１．７４（ｍ、４Ｈ）。
13Ｃ　ＮＭＲ（１２５ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6、６０℃）δ１５０．５、１４８．５、１
４５．８、１３７．９、１３６．４、１２８．７、１２７．８、１２６．３、１２４．５
、１０５．１、７０．１、６９．８、６８．０、５７．７、４４．０、３２．１、２７．
１、２３．２、２２．４、２２．４。
分析；Ｃ25Ｈ33Ｎ5Ｏ3・０．３０Ｃ3Ｈ8Ｏ関する計算値：％Ｃ６６．２４、％Ｈ７．６０
、％Ｎ１４．９１、検出値：％Ｃ６５．８６、％Ｈ７．８１、％Ｎ１５．１０。
【０１１７】
実施例１１
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１－{１－［（２－ピペリジン－４－イルエトキシ）メチル］プロピル}－１Ｈ－イミダゾ
［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン
【化２８】

【０１１８】
パートＡ
実施例１のパートＡの一般方法を用いて、１，４－ピペリジンエタノール（１０ｇ、７７
．４モル）をジ－ｔ－ブチルジカーボネート（１７．７ｇ、８１．３ミリモル）と反応さ
せて、透明油として１３．１ｇのｔ－ブチル４－（２－ヒドロキシエチル）ピペリジン－
１－カルボキシレートが生成した。
【０１１９】
パートＢ
ジクロロメタン（３５０ｍＬ）中のイミダゾール（３．８９ｇ、５７．１ミリモル）およ
びトリフェニルホスイン（１４．９８ｇ、５７．１ミリモル）の溶液に沃素（７．９７ｇ
）を３分割で添加した。５分後に、ジクロロメタン（７０ｍＬ）中のパートＡの材料の溶
液を添加した。反応混合物を室温で一晩攪拌した。さらに沃素（７．９７ｇ）を添加し、
反応を室温で１時間にわたり攪拌した。反応混合物を飽和チオ硫酸ナトリウム（２×）お
よびブラインで洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥させ、濾過し、その後減圧下で濃縮して
、油状残留物が生じた。カラムクロマトグラフィー（ヘキサン中の２０％酢酸エチルで溶
離するシリカゲル）によって残留物を精製して、淡黄色油として１５．５２ｇのｔ－ブチ
ル４－（２－ヨードエチル）ピペリジン－１－カルボキシレートが生じた。
【０１２０】
パートＣ
窒素雰囲気下で、２（１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）ブタン－１－
オール（６．５ｇ、２６．９ミリモル）を無水Ｎ，Ｎ－ジメチルスルホアミド中の水素化
ナトリウム（６０％の１．４ｇ、３５．０ミリモル）の懸濁液に３分割で添加した。反応
混合物を放置して４５分にわたり攪拌し、その時までにガス発生は止まった。ｔ－ブチル
４－（２－ヨードエチル）ピペリジン－１－カルボキシレート（１０．０５ｇ、２９．６
ミリモル）を１５分にわたって滴下した。反応混合物を放置して室温で２．５時間にわた
って攪拌した。その後、１００℃に加熱し、一晩攪拌した。ＨＰＬＣによる分析によると
、反応が約３５％完了していたことが示された。飽和塩化アンモニウム溶液を添加し、得
られた混合物を放置して２０分にわたり攪拌し、その後、酢酸エチル（２×）で抽出した
。酢酸エチル抽出物を水（２×）およびその後ブラインで洗浄し、組み合わせ、硫酸ナト
リウム上で乾燥させ、濾過し、その後減圧下で濃縮して褐色油が生じた。カラムクロマト
グラフィー（ヘキサン中の３０％酢酸エチル、ヘキサン中の５０％酢酸エチルおよび酢酸
エチルで逐次溶離するシリカゲル）によって油を精製して、２．２ｇのｔ－ブチル４－{
２－［２－（１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）ブトキシ］エチル}ピ
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ペリジン－１－カルボキシレートが生じた。
【０１２１】
パートＤ
実施例１パートＨの一般手順を用いて、パートＣの材料を酸化させて、ｔ－ブチル４－{
２－［２－（５－オキシド－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）ブトキ
シ］エチル}ピペリジン－１－カルボキシレートが油として生じた。
【０１２２】
パートＥ
ジクロロメタン（２０ｍＬ）中のパートＤの材料の溶液に水酸化アンモニウム溶液（２０
ｍＬ）を添加した。ジクロロメタン（１０ｍＬ）中の塩化トシル（０．９９ｇ、５．２ミ
リモル）の溶液を５分にわたり添加した。得られた二相反応混合物を放置して一晩攪拌し
た。反応混合物をクロロホルムおよび飽和炭酸水素ナトリウム溶液で希釈した。層を分離
した。有機層を硫酸ナトリウム上で乾燥させ、濾過し、その後減圧下で濃縮して褐色ガラ
スが生じた。カラムクロマトグラフィー（ヘキサン中の５０％酢酸エチルで最初に、次に
酢酸エチルで溶離するシリカゲル）によってこの材料を精製して、１．０ｇのｔ－ブチル
４－{２－［２－（４－アミノ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）ブ
トキシ］エチル}ピペリジン－１－カルボキシレートが淡黄色ガラス質発泡体として生じ
た。
【０１２３】
パートＦ
窒素雰囲気下で、ｔ－ブチル４－{２－［２－（４－アミノ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－
ｃ］キノリン－１－イル）ブトキシ］エチル}ピペリジン－１－カルボキシレート（１．
００ｇ、２．１ミリモル）と２Ｎ・エタノール塩酸（１０ｍＬ、２０ミリモル）を組み合
わせ、溶液を室温で１４時間にわたり攪拌した。溶媒を真空で除去し、得られた黄褐色固
形物を水に溶解した。飽和水性炭酸ナトリウムをｐＨが１０に達するまで添加した。ジク
ロロメタン（３×）で抽出した後に、有機分画を組み合わせ、ブラインで洗浄し、乾燥（
Ｎａ2ＳＯ4）させ、濾過し、溶媒の大部分を真空で除去した。ヘキサンを添加して沈殿物
が生じた。真空濾過すると、０．５ｇの１－{１－［（２－ピペリジン－４－イルエトキ
シ）メチル］プロピル}－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンが黄褐色
粉末として生じた。
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6）δ８．３４（ｂｓ、１Ｈ）、８．１９（ｄ
、Ｊ＝８．４９Ｈｚ、１Ｈ）、７．６１（ｄｄ、Ｊ＝８．３１、１．１３Ｈｚ、１Ｈ）、
７．４５～７．３９（ｍ、１Ｈ）、７．２５～７．１９（ｍ、１Ｈ）、６．５５（ｓ、２
Ｈ）、５．２５～５．１５（ｍ、１Ｈ）、４．００～３．８０（ｍ、２Ｈ）、３．５～３
．３（ｍ、２Ｈ）、２．８～２．６４（ｍ、２Ｈ）、２．２２～２．１１（ｍ、２Ｈ）、
２．０９～１．９９（ｍ、２Ｈ）、１．８～１．６３（ｂｓ、１Ｈ）、１．３７～１．０
（ｍ、５Ｈ）、０．９５～０．７（ｍ、５Ｈ）。
13Ｃ－ＮＭＲ（７５ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ6）：δ１５２．８、１４５．８、１４０．６
、１３３．０、１２７．８、１２７．０、１２６．９、１２１．３、１２１．０、１１５
．５、７１．８、６８．１、５８．４、４６．１、３６．３、３３．１、３２．７、２４
．５、９．９。
ＭＳ（ＣＩ）ｍ／ｅ３６８．２４５９（Ｃ21Ｈ30Ｎ5Ｏに関する計算値３６８．２４５０
）。
【０１２４】
実施例１２
５－［２－（４－アミノ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）エトキシ
］－Ｎ－メチル－Ｎ－フェニルペンタンアミド
【化２９】
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【０１２５】
実施例１１のパートＣおよびＤの一般方法を用いて、２－（１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ
］キノリン－１－イル）エタノール（０．６３ｇ、２．９ミリモル）と５－ブロモ－Ｎ－
メチル－Ｎ－フェニルペンタンアミド（１．３ｇ、４．８ミリモル）を組み合わせて、０
．２４ｇの５－［２－（５－オキシド－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イ
ル）エトキシ］－Ｎ－メチル－Ｎ－フェニルペンタンアミドが無色油として生じた。得ら
れたＮ－オキシド製品をジクロロメタンに溶解し、トリクロロアセチルイソシアネート（
０．１１ｍＬ）を滴下した。反応を室温で２時間にわたり攪拌し、その後、溶媒を真空下
で除去した。得られた油をメタノールに溶解し、ナトリウムメトキシド（０．２ｍＬ、メ
タノール中２５重量％）をゆっくり添加した。反応を一晩維持し、その後、真空下で濃縮
した。フラッシュカラムクロマトグラフィー（シリカゲル、９：１酢酸エチル／メタノー
ル）によって精製すると、２４ｍｇの５－［２－（４－アミノ－１Ｈ－イミダゾ［４，５
－ｃ］キノリン－１－イル）エトキシ］－Ｎ－メチル－Ｎ－フェニルペンタンアミドが白
色固形物として生じた。
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ3）δ７．９４（ｄ、Ｊ＝８．１Ｈｚ、１Ｈ）、７
．８３（ｍ、２Ｈ）、７．５２（ｄｔ、Ｊ＝７．７、１．３Ｈｚ、１Ｈ）、７．４１～７
．２８（ｍ、４Ｈ）、７．１２（ｄ、Ｊ＝７．８Ｈｚ、２Ｈ）、５．５５（ｂｒｏａｄ　
ｓ、２Ｈ）、４．６５（ｔ、Ｊ＝５．３Ｈｚ、２Ｈ）、３．８５（ｔ、Ｊ＝５．３Ｈｚ、
２Ｈ）、３．３１（ｔ、Ｊ＝６．３Ｈｚ、２Ｈ）、３．２４（ｓ、３Ｈ）、２．０２（ｍ
、２Ｈ）、１．５６（ｍ、２Ｈ）、１．４０（ｍ、２Ｈ）。
ＩＲ（ＫＢｒ）３４２９、３１０４、２９４６、２８７７、１６４６、１５９５、１５８
４、１５３２、１４９６、１４８２、１３９８、１３６０、１２５４、１１２１、７４９
、７０５ｃｍ-1。
ＭＳ（ＥＩ）ｍ／ｅ４１７．２１６０（Ｃ24Ｈ27Ｎ5Ｏ2に関する計算値４１７．２１６５
）。
【０１２６】
実施例１３
５－［２－（４－アミノ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）エトキシ
］－Ｎ－ブチル－Ｎ－フェニルペンタンアミド
【化３０】
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【０１２７】
２－（１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）エタノールと５－ブロモ－Ｎ
－ブチル－Ｎ－フェニルペンタンアミドを組み合わせて、実施例１２に記載した一般手順
に従って処理した。フラッシュカラムクロマトグラフィー（シリカゲル、９８：２酢酸エ
チル／メタノール）によって精製すると、５－［２－（４－アミノ－１Ｈ－イミダゾ［４
，５－ｃ］キノリン－１－イル）エトキシ］－Ｎ－ブチル－Ｎ－フェニルペンタンアミド
が無色油として生じた。
1Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ3）δ７．９３（ｄ、Ｊ＝８．０Ｈｚ、１Ｈ）、７
．８７～７．８５（ｍ、２Ｈ）、７．５４（ｄｔ、Ｊ＝７．７、１．１Ｈｚ、１Ｈ）、７
．４１～７．２９（ｍ、４Ｈ）、７．１０（ｄ、Ｊ＝７．２Ｈｚ、２Ｈ）、６．２０（ｂ
ｒｏａｄ　ｓ、２Ｈ）、４．６６（ｔ、Ｊ＝５．２Ｈｚ、２Ｈ）、３．８５（ｔ、Ｊ＝５
．２Ｈｚ、２Ｈ）、３．６６（ｔ、Ｊ＝７．５Ｈｚ、２Ｈ）、３．３１（ｔ、Ｊ＝６．２
Ｈｚ、２Ｈ）、１．９６（ｔ、Ｊ＝７．２Ｈｚ、２Ｈ）、１．５６～１．２５（ｍ、８Ｈ
）、０．８８（ｔ、Ｊ＝７．２Ｈｚ、３Ｈ）。
ＭＳ（ＥＩ）ｍ／ｅ４５９．２６３１（Ｃ27Ｈ33Ｎ5Ｏ2に関する計算値４５９．２６３４
）。
【０１２８】
実施例１４
メチル［２－（４－アミノ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）ブトキ
シ］アセテート
【化３１】

【０１２９】
２－（４－アミノ－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル）ブタン－１－オ
ール（２５ｍｇ、０．０９７５ミリモル）を２ドラム（７．４ｍＬ）のバイアルに入れた
。水素化ナトリウム（鉱油中の６０％分散液５ｍｇ、０．１１７ミリモル）およびＮ．Ｎ
－ジメチルホルムアミド（１ｍＬ）を添加した。バイアルを室温で１５分にわたり超音波
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処理装置上に置き、放置してアルコキシドを生成させた。メチルブロモアセテート（１１
μＬ、０．１１７ミリモル）を添加した。反応を室温で１．５時間にわたり超音波処理し
た。反応混合物をＬＣ／ＭＳによって分析して、所望の製品の生成を確認した。Ｍｅｔｈ
ｏｄ　Ａ　Ｍａｓｓ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ（Ｄａ．）を用いるセミプレプＨＰＬＣに
よって反応混合物を精製した。理論質量＝３２８．１５３５、測定質量＝３２８．１５３
４。
【０１３０】
実施例１５～３４
以下の一般方法を用いて上の反応スキームＩＩの工程（７）の合成法に従って以下の表の
化合物を調製した。
【０１３１】
ジクロロメタン（５ｍＬ）中の１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－２－ブチル
－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン（２５ｍｇ、７７μモル）の溶液
を含む試験管に酸塩化物（８４μモル）を添加した。試験管に蓋をし、その後、室温で２
０時間にわたり振とう器上に置いた。真空遠心分離によって溶媒を除去した。上に記載し
たＭｅｔｈｏｄ　Ｂを用いるセミプレプＨＰＬＣによって残留物を精製した。以下の表は
、遊離塩基の構造および実測された正確な質量（Ｍ＋Ｈ）を示している。
【０１３２】
【表１】
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【表５】



(45) JP 4437189 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

【０１３３】
実施例３５～５１
以下の一般方法を用いて上の反応スキームＩＩの工程（７）の合成法に従って以下の表の
化合物を調製した。
【０１３４】
ジクロロメタン（５ｍＬ）中の１－{１－［（２－ピペリジン－４－イルエトキシ）メチ
ル］プロピル}－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン（２５ｍｇ）の溶
液を含む試験管に酸塩化物（１．１当量）を添加した。試験管に蓋をし、その後、室温で
２０時間にわたり振とう器上に置いた。真空遠心分離によって溶媒を除去した。上に記載
したＭｅｔｈｏｄ　Ｂを用いるセミプレプＨＰＬＣによって残留物を精製した。以下の表
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は、遊離塩基の構造および実測された正確な質量（Ｍ＋Ｈ）を示している。
【０１３５】
【表６】

【表７】
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【表８】
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【表９】
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【０１３６】
実施例５２～６６
以下の一般方法を用いて上の反応スキームＩＩの工程（７）の合成法に従って以下の表の
化合物を調製した。
【０１３７】
１－［２－（２－アミノエトキシ）エチル］－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－
４－アミン（２０ｍｇ）と１－メチル－２－ピロリドン（５ｍＬ）を試験管内で組み合わ
せ、加熱しながら超音波処理して溶液を生じさせた。酸塩化物（１．１当量）を添加した
。試験管に蓋をし、その後、室温で２０時間にわたり振とう器上に置いた。真空遠心分離
によって溶媒を除去した。上に記載したＭｅｔｈｏｄ　Ｂを用いるセミプレプＨＰＬＣに
よって残留物を精製した。以下の表は、遊離塩基の構造および実測された正確な質量（Ｍ
＋Ｈ）を示している。
【０１３８】
【表１１】
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【表１３】



(53) JP 4437189 B2 2010.3.24

10

20

30

40【表１４】



(54) JP 4437189 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

【０１３９】
ヒト細胞におけるサイトカイン誘発
試験管内ヒト血液細胞系を用いて、サイトカイン誘発を評価する。活性は、Ｔｅｓｔｅｒ
ｍａｎらによって“Ｃｙｔｏｋｉｎｅ　Ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｉｍｍｕｎ
ｏｍｏｄｕｌａｔｏｒｓ　Ｉｍｉｑｕｉｍｏｄ　ａｎｄ　Ｓ－２７６０９”、Ｊｏｕｒｎ
ａｌ　ｏｆ　Ｌｅｕｋｏｃｙｔｅ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，５８，３６５－３７２（１９９５年
９月）に記載されているように、培養培地中に分泌されたインターフェロンおよび腫瘍壊
死因子（α）（それぞれＩＦＮおよびＴＮＦ）の測定に基づく。
【０１４０】
培養のための血液細胞の調製
健康なヒトドナーからの全血を、静脈穿刺によってＥＤＴＡバキュテイナー管に採取する
。末梢血単核球（ＰＢＭＣ）を、ヒストパキュー（Ｈｉｓｔｏｐａｑｕｅ）（登録商標）
－１０７７を用いて、密度勾配遠心法によって全血から分離する。ＰＢＭＣをＨａｎｋ’
ｓ平衡塩溶液（Ｈａｎｋ’ｓ　Ｂａｌａｎｃｅｄ　Ｓａｌｔｓ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ）で２
回洗浄し、ついで３～４×１０6細胞／ｍＬにおいて完全ＲＰＭＩ（ＲＰＭＩ　ｃｏｍｐ
ｌｅｔｅ）中に懸濁する。このＰＢＭＣ懸濁液を、テスト化合物を含む完全ＲＰＭＩ培地
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のコスター社（Ｃｏｓｔａｒ，Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＭＡ）またはニュージャージー州リ
ンカーン・パークのベクトン・ディッキンソン・ラブウェア社（Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋ
ｉｎｓｏｎ　Ｌａｂｗａｒｅ，Ｌｉｎｃｏｌｎ　Ｐａｒｋ，ＮＪ））に添加する。
【０１４１】
化合物の調製
これらの化合物を、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）中に可溶化する。ＤＭＳＯ濃度は
、培養ウエルへの添加のために１％の最終濃度を超えるべきではない。
【０１４２】
保温
ＲＰＭＩを含む第１のウェルに試験化合物の溶液を添加し、完全且つ逐次の希釈をウェル
内で行う。その後、ＰＢＭＣ懸濁液を等体積でウェルに添加し、試験化合物濃度を所望の
範囲にする。ＰＢＭＣ懸濁液の最終濃度は１．５～２×１０6セル／ｍＬである。プレー
トを無菌プラスチック蓋で覆い、穏やかに混ぜ、その後、５％二酸化炭素雰囲気中で１８
～２４時間にわたり３７℃で保温する。
【０１４３】
分離
保温後に、プレートを１０００ｒｐｍ（～２００ｘｇ）で５～１０分にわたり４℃で遠心
分離する。セルフリー培養上澄みを無菌ポリプロピレンピペットで除去し、無菌ポリプロ
ピレン管に移送する。サンプルを分析まで－３０～－７０℃に維持する。サンプルのイン
ターフェロン（α）および腫瘍壊死因子（α）をＥＬＩＳＡによって分析する。
【０１４４】
インターフェロン（α）および腫瘍壊死因子（α）のＥＬＩＳＡによる分析
ニュージャージー州ニューブランズウィックのＰＢＫバイオメディカル・ラボラトリーズ
（ＰＢＬ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）製のヒューマン・マルチ
・スピーシーズ（Ｈｕｍａｎ　Ｍｕｌｔｉ－Ｓｐｅｃｉｅｓ）キットを用いるＥＬＩＳＡ
によってインターフェロン（α）濃度を決定する。結果をｐｇ／ｍＬで表現する。
【０１４５】
マサチューセッツ州ケンブリッジのジェンザイム（Ｇｅｎｚｙｍｅ）製、ミネソタ州ミネ
アポリスのＲ＆Ｄシステムズ（Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）製、またはカリフォルニア州サ
ンディエゴのファーミンゲン（Ｐｈａｒｍｉｎｇｅｎ）製のＥＬＩＳＡキットを用いて、
腫瘍壊死因子（α）（ＴＮＦ）濃度を決定する。結果をｐｇ／ｍＬで表現する。
【０１４６】
以下の表は、インターフェロンを誘発させることが判明した最低濃度および腫瘍壊死因子
を誘発させることが判明した最低濃度を化合物ごとに記載している。「＊」は、試験した
濃度のいずれでも誘発が見られなかったことを示している。一般に、試験した最高濃度は
１０または３０μＭであった。
【０１４７】
【表１５】
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【表１６】
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