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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（Ｉ－Ｘ）
【化１】

　の化合物のクエン酸との共結晶。
【請求項２】
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　前記共結晶が結晶性である、請求項１に記載のクエン酸との共結晶。
【請求項３】
　２θで以下の４．２、９．１６、１２．３９、１６．５４、１７．６９、１９．７０、
２３．６３、及び２５．６６°に粉末Ｘ線回折ピークを有する、請求項２に記載のクエン
酸との共結晶。
【請求項４】
　前記共結晶が、約１５６℃のＤＳＣによって測定される融点を示す、請求項２に記載の
クエン酸との共結晶。
【請求項５】
　式（Ｉ－Ｘ）
【化２】

　の化合物の結晶性クエン酸との共結晶。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１１年５月９日出願の米国仮特許出願第６１／４８３，８８７号の利益
を請求するものであり、その特許の全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、（２Ｓ，３Ｒ，４Ｒ，５Ｓ，６Ｒ）－２－（３－（（５－（４－フルオロフ
ェニル）チオフェン－２－イル）メチル）－４－メチルフェニル）－６－（ヒドロキシメ
チル）テトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－３，４，５－トリオールのＬ－プロリン及びクエン
酸との共結晶、前記共結晶を含む医薬組成物、及び２型糖尿病及びシンドロームＸなどの
ブドウ糖関連障害の治療におけるその使用を目的とする。
【背景技術】
【０００３】
　糖尿病は高血糖の存在を指す医療用語である。糖尿病に罹患している人は、インスリン
を産生しないか、産生できたとしても非常に少量のインスリンしか産生しないか、あるい
はインスリンに対し反応しないかのいずれかにより、血中のブドウ糖濃度の上昇がもたら
される。最も一般的な形態の糖尿病は２型糖尿病であり、かつては成人発症型糖尿病又は
インスリン非依存性糖尿病（ＮＩＤＤＭ）と呼ばれ、糖尿病の９０％超が成人で発症して
いた。しかしながら、より若年層で過体重すなわち肥満が増加するに従い、１０代の若者
及び児童で２型糖尿病の発症が増加してきている。糖尿病は、妊娠糖尿病、かつては若年
性糖尿病及び１　１／２型糖尿病（type 1 1/2 diabetes）と呼ばれ、また成人では潜在
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性自己免疫性糖尿病、すなわちＬＡＤＡとも呼ばれた、１型糖尿病又は自己免疫性糖尿病
も指す。糖尿病は、貧しい食生活又は運動不足（例えば、座りがちな生活様式）、遺伝的
変異、膵臓の損傷、薬剤（例えば、ＡＩＤＳ治療薬）又は化学物質（例えば、ステロイド
）への曝露、あるいは疾患（例えば、嚢胞性線維症、ダウン症候群、Ｃｕｓｈｉｎｇ病）
により生じ得る。２つの稀な種類の遺伝的欠損により誘発される糖尿病は、若年発症成人
型糖尿病（ＭＯＤＹ）及び非典型糖尿病（ＡＤＭ）と呼ばれる。
【０００４】
　２型糖尿病（インスリン非依存性糖尿病又はＮＩＤＤＭ）はブドウ糖代謝不全及びイン
スリン抵抗性を包含する代謝障害であり、眼、腎臓、神経及び血管に関係する長期合併症
である。２型糖尿病は、通常、成人期（人生の中期から後期）で発症し、身体が十分な量
のインスリンを分泌するよう機能しなくなるか（インスリン分泌の異常）又はインスリン
を効果的に使用するよう機能しなくなる（標的器官及び組織でのインスリン作用に対する
抵抗性）かのいずれかの身体の不能として記載される。より具体的には、２型糖尿病に罹
患している患者は、インスリンを比較的欠乏している。すなわち、これらの患者では、血
漿インスリン濃度は絶対的意味では正常～高い状態であるものの、存在する血漿ブドウ糖
濃度に関して予測される濃度よりも低いのである。
【０００５】
　２型糖尿病は、以下の臨床症状又は病徴により特徴付けられる：持続して高濃度の血漿
ブドウ糖濃度、すなわち高血糖；多尿；多飲及び／又は過食；網膜症、腎障害及び神経障
害などの慢性細小血管障害；並びに失明、末期腎不全、肢切断及び心筋梗塞を誘導し得る
、高脂血症及び高血圧などの大血管障害。
【０００６】
　シンドロームＸ（インスリン抵抗症候群（ＩＲＳ）、代謝症候群、又はメタボリックシ
ンドロームＸとも呼ばれる）は、２型糖尿病及び心疾患を発症するリスクファクターを表
わす障害であり、耐糖能異常、高インスリン血症及びインスリン抵抗性、高トリグリセリ
ド、高血圧並びに肥満が挙げられる。
【０００７】
　２型糖尿病の診断には、病徴の評価と、尿中及び血中ブドウ糖の測定が含まれる。正確
な診断には血糖値測定が必要不可欠である。より具体的には、空腹時の血糖値測定が標準
的なアプローチとして使用されている。しかしながら、経口ブドウ糖負荷試験（oral glu
cose tolerance test；ＯＧＴＴ）の方が、空腹時の血糖値測定よりも高感度であると考
えられる。２型糖尿病は、経口ブドウ糖負荷（oral glucose tolerance；ＯＧＴ）の障害
と関連付けられる。したがって、ＯＧＴＴは２型糖尿病の診断を補助することができるが
、一般的には糖尿病の診断に必要なものではない（ＥＭＡＮＣＩＰＡＴＯＲ　Ｋ，Ａｍ　
Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｐａｔｈｏｌ　１９９９　Ｎｏｖ；ｐｐ６６５～６７４，Ｖｏｌ．１１２
（５）：６６５～７４；Ｔｙｐｅ　２　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｍｅｌｌｉｔｕｓ，Ｄｅｃｉ
ｓｉｏｎ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ　Ｉｎｃ．，Ｍａｒｃｈ　２０００）。ＯＧＴＴは、膵臓
β細胞の分泌機能の評価及びインスリン感受性の評価を可能にすることから、２型糖尿病
の診断、並びに重症度又は進行度の評価を補助する（例えば、ＣＡＵＭＯ，Ａ．，ｅｔ　
ａｌ．，Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ　Ｍｅｔａｂ，２０００，ｐｐ　４３９６
～４４０２，Ｖｏｌ．８５（１１））。より具体的には、ＯＧＴＴは、まだ糖尿病として
診断されていない、空腹時血糖値に複数のボーダーラインを有する患者の、高血糖の程度
の確認に非常に役立つ。加えて、ＯＧＴＴは２型糖尿病の病徴を有する患者を試験するの
に有用であり、異常糖代謝をはっきりと証明するかあるいは反証するような診断が可能で
ある。
【０００８】
　したがって、耐糖能異常は、２型糖尿病の診断に必要とされるよりも低い空腹時血糖値
を有するが、ＯＧＴＴ時に正常～糖尿病の範囲の血漿ブドウ糖応答を有する固体で診断さ
れる。耐糖能異常は前糖尿病性の状態であると考えられ、（ＯＧＴＴにより診断されるも
のとしての）耐糖能異常は、２型糖尿病の発症に関する強力な前兆である（ＨＡＦＦＮＥ
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Ｒ，Ｓ．Ｍ．，Ｄｉａｂｅｔ　Ｍｅｄ，１９９７　Ａｕｇ；１４　Ｓｕｐｐｌ　３：Ｓ１
２～８）。
【０００９】
　２型糖尿病は、膵臓機能の低下に随伴する、並びに／あるいは血漿ブドウ糖濃度の上昇
により増悪した、インスリンが関係する他のプロセスに関係する、進行性の疾患である。
したがって、通常、２型糖尿病は長期にわたる前糖尿病期を有し、様々な病態生理学的機
序が、例えばブドウ糖利用及び有効性の異常、前糖尿病状態でのインスリン作用及び／又
はインスリン産生などの、病理学的な高血糖及び耐糖能異常を誘導し得る（ＧＯＬＤＢＥ
ＲＧ，Ｒ．Ｂ．，Ｍｅｄ　Ｃｌｉｎ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍ，１９９８　Ｊｕｌ；ｐｐ８０５
～８２１，Ｖｏｌ．８２（４））。
【００１０】
　耐糖能障害に関連する前糖尿病状態は、腹部肥満、インスリン抵抗性、高脂血症及び高
血圧などの素因、すなわちシンドロームＸの素因にも関係し得る（ＧＲＯＯＰ　Ｌ，ｅｔ
　ａｌ．，Ａｍ　Ｊ　Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓ，１９９７　Ｓｅｐ；１０（９　Ｐｔ　２）：
１７２Ｓ－１８０Ｓ；ＨＡＦＦＮＥＲ，Ｓ．Ｍ．，Ｊ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃｏｍｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎｓ，１９９７　Ｍａｒ－Ａｐｒ；ｐｐ６９～７６，Ｖｏｌ．１１（２）；Ｂ
ＥＣＫ－ＮＩＥＬＳＥＮ，Ｈ．，ｅｔ　ａｌ．，Ｄｉａｂｅｔ　Ｍｅｄ，１９９６　Ｓｅ
ｐ；１３（９　Ｓｕｐｐｌ　６）：Ｓ７８～８４）。
【００１１】
　したがって、炭水化物代謝障害は、２型糖尿病及び耐糖能異常の主要な病因となる（Ｄ
ＩＵＮＮＥＥＮ，Ｓ．Ｆ．，Ｄｉａｂｅｔ　Ｍｅｄ，１９９７　Ａｕｇ；１４　Ｓｕｐｐ
ｌ　３：Ｓ１９～２４）。事実、耐糖能異常及び空腹時血糖異常から、２型糖尿病確定へ
の連続は存在する（ＲＡＭＬＯ－ＨＡＬＳＴＥＤ，Ｂ．Ａ．，ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｉｍ　
Ｃａｒｅ，１９９９　Ｄｅｃ；ｐｐ　７７１～７８９，Ｖｏｌ．２６（４））。
【００１２】
　２型糖尿病を発症するリスクを持つ個体に対する、病理学的な高血糖の低下又は耐糖能
異常の軽減に焦点を置いた早期治療介入は、２型糖尿病への進行並びに関連する併発症及
び／又はシンドロームＸを予防又は遅延させることができる。したがって、経口ブドウ糖
負荷の障害及び／又は高血糖を効果的に治療することで、２型糖尿病又はシンドロームＸ
への障害の進行を予防又は阻害することができる。
【００１３】
　２型糖尿病及びシンドロームＸを含むブドウ糖障害の一般的な治療は、可能な限り正常
値付近で血糖値を維持することに焦点を置いたものであり、血糖値の維持には食事療法及
び運動療法を含み、必要とされる場合には、抗糖尿病薬、インスリン又はこれらの組み合
わせにより治療することを含む。食生活の管理では制御することのできない２型糖尿病は
、経口糖尿病薬で治療され、このような剤としては、限定するものではないが、スルホニ
ル尿素（例えば、限定するものではないが第一世代：クロルプロパミド、トラザミド、ト
ルブタミド；第二世代：グリブリド、グリピジド；及び第三世代：グリメピリド）、ビグ
アナイド（例えば、メトホルミン）、チアゾリジンジオン（例えば、ロシグリタゾン、ピ
オグリタゾン、トログリタゾン）、α－グルコシダーゼ阻害剤（例えば、アカルボース、
ミグリトール）、メグリチニド（例えば、レパグリニド）、他のインスリン感作化合物、
及び／又は他の抗肥満剤（例えば、オルリスタット又はシブトラミン）が挙げられる。シ
ンドロームＸに関しては、抗糖尿病薬は、随伴する症状の治療のために、更に製薬学的な
剤と組み合わされる（例えば、高血圧については降圧薬、高脂血症については脂質低下剤
）。
【００１４】
　典型的な第一選択治療薬としては、メトホルミン及びスルホニル尿素並びにチアゾリジ
ンジオンが挙げられる。メトホルミン単剤療法は、特に、肥満及び／又は脂質異常症でも
ある２型糖尿病患者の治療に関する第一選択肢である。メトホルミンに対する適切な応答
に欠く場合には、多くの場合、メトホルミンとスルホニル尿素、チアゾリジンジオン又は
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含む）もまた通常の第一選択肢である。その他の治療第一選択肢はチアゾリジンジオンで
あり得る。糖尿病の経口単剤療法に適切な応答を示さない患者には、これらの剤を組み合
わせて投与する。経口抗糖尿病剤だけでは血糖コントロールを維持できない場合には、イ
ンスリン治療が、単剤療法として又は経口糖尿病薬と組み合わせてのいずれかで使用され
る。場合により更なるストラテジー（例えば、降圧薬）と組み合わせた上記と同様のスト
ラテジーを、シンドロームＸの治療に使用することができる。
【００１５】
　糖尿病薬に加え、治療には、抗肥満薬（オルリスタットなど）、脂肪の分解と吸収を防
ぐ膵リパーゼ阻害剤；又は食欲抑制薬のシブトラミン、並びに脳でのセロトニン、ノルエ
ピネフリン及びドーパミンの再取り込みの阻害剤による、追加治療を包含し得る。他の可
能な追加の抗肥満薬としては、限定するものではないが次のものが挙げられる；アドレナ
リン作動機構を介して食欲抑制作用を行う剤、例えばベンズフェタミン、フェンメトラジ
ン、フェンテルミン、ジエチルプロピオン、マジンドール、シブトラミン、フェニルプロ
パノールアミン又はエフェドリンなど；セロトニン作動機構を介して食欲抑制作用を行う
剤、例えばキパジン、フルオキセチン、セルトラリン、フェンフルラミン、又はデクスフ
ェンフルラミンなど；ドーパミン作動機構を介して食欲抑制作用を行う剤、例えば、アポ
モルヒネ；ヒスタミン作動機構を介して食欲抑制作用を行う剤（例えばヒスタミン模倣剤
、Ｈ３受容体モジュレーター）；β－３アドレナリン作動アゴニストなどのエネルギー消
費促進剤、及びタンパク質の脱共役機能促進剤（stimulators of uncoupling protein fu
nction）；レプチン及びレプチン模倣剤；ニューロペプチドＹアンタゴニスト；メラノコ
ルチン－１，３及び４受容体モジュレーター；コレシストキニンアゴニスト；グルカゴン
様ペプチド－１（ＧＬＰ－１）模倣剤及び類似体（例えばエキセンディン）；アンドロゲ
ン（例えばデヒドロエピアンドロステロン及びエチオコランジオン（etiocholandione）
などの誘導体）、テストステロン、タンパク質同化ステロイド剤（例えばオキサンドロロ
ン）、及びステロイドホルモン；ガラニン受容体アンタゴニスト；サイトカイン剤、例え
ば毛様体神経栄養因子など；アミラーゼ阻害剤；エンテロスタチンアゴニスト／模倣剤；
オレキシン／ヒポクレチンアンタゴニスト；ウロコルチンアンタゴニスト；ボンベシンア
ゴニスト；プロテインキナーゼＡモジュレーター；副腎皮質刺激ホルモン放出因子模倣剤
；コカイン－及びアンフェタミン－調節転写産物模倣剤；カルシトニン遺伝子関連ペプチ
ド模倣剤；及び脂肪酸シンターゼ阻害剤。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　高血糖、２型糖尿病、シンドロームＸ、及び同様の状態などのブドウ糖関連障害に対し
て、効果的な治療を提供する必要が依然としてある。ブドウ糖関連障害に対して、同様に
２型糖尿病の進行及び／若しくは発症を遅らせるか又は予防するような効果的な治療を提
供する必要も依然としてある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、式（Ｉ－Ｘ）
【００１８】
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【化１】

　の化合物のＬ－プロリンとの共結晶を目的とする。
【００１９】
　本発明は、式（Ｉ－Ｘ）
【００２０】

【化２】

　の化合物のクエン酸との共結晶を更に目的とする。
【００２１】
　好ましくは、本発明の、式（Ｉ－Ｘ）の化合物のＬ－プロリン及びクエン酸との共結晶
は、結晶性である。本発明は、本明細書により詳細に記載されるような、式（Ｉ－Ｘ）の
化合物の共結晶を調製するためのプロセスを更に目的とする。
【００２２】
　本発明の実例は、本明細書に記載のような、製薬学的に許容可能な担体と、式（Ｉ－Ｘ
）の化合物との共結晶形成剤と、を含む医薬組成物である。本発明の実例は、本明細書に
記載のような式（Ｉ－Ｘ）の化合物との共結晶形成剤と、製薬学的に許容可能な担体と、
を混合することにより作製される医薬組成物である。本発明の実例は、本明細書に記載の
ような式（Ｉ－Ｘ）の化合物との共結晶形成剤と、製薬学的に許容可能な担体と、を混合
することを含む、医薬組成物の作製プロセスである。
【００２３】
　本発明は、ブドウ糖関連障害の治療及び／又は予防のための方法を更に目的とし、前記
方法は、それを必要とする対象に、本明細書に記載のような式（Ｉ－Ｘ）の化合物との結
晶性の共結晶を投与することを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】Ｌ－プロリン（上）、式（Ｉ－Ｘ）の化合物（下）、及び式（Ｉ－Ｘ）の化合物
との結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶（中）の代表的な粉末Ｘ線回折スペクトル。
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【図２】式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶に対する、代表的なピー
クを集めたＸ線回折スペクトル。
【図３】クエン酸（上）、式（Ｉ－Ｘ）の化合物（下）、及び式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結
晶性クエン酸との共結晶（中）の代表的な粉末Ｘ線回折スペクトル。
【図４】式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶に対する代表的なピークを集
めた粉末Ｘ線回折スペクトル。
【図５】式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶に対する代表的な示差走
査熱量測定スキャンの図。
【図６】式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶に対する代表的な示差走査熱
量測定スキャンの図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明は、式（Ｉ－Ｘ）
【００２６】

【化３】

　の化合物
　（（２Ｓ，３Ｒ，４Ｒ，５Ｓ，６Ｒ）－２－（３－（（５－（４－フルオロフェニル）
チオフェン－２－イル）メチル）－４－メチルフェニル）－６－（ヒドロキシメチル）テ
トラヒドロ－２Ｈ－ピラン－３，４，５－トリオール）としても知られる）の共結晶を目
的とする。より具体的には、本発明は、式（Ｉ－Ｘ）の化合物のＬ－プロリンとの共結晶
、及び式（Ｉ－Ｘ）の化合物のクエン酸との共結晶を目的とする。本発明の一実施形態で
は、式（Ｉ－Ｘ）の化合物のＬ－プロリンとの共結晶は、結晶性である。本発明の別の実
施形態では、式（Ｉ－Ｘ）の化合物のクエン酸との共結晶は、結晶性である。
【００２７】
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物は、ナトリウム依存性ブドウ糖輸送体（例えば、ＳＧＬＴ２）に
対する阻害活性を呈する。式（Ｉ－Ｘ）の化合物は、参照により本明細書に組み込まれる
、Ｎｏｍｕｒａ，Ｓ．ｅｔ　ａｌ．の、２００５年１０月２０日に公開された、米国特許
公開第２００５／０２３３９８８　Ａ１号に開示されるプロセスにより調製できる。
【００２８】
　本発明は、ブドウ糖関連障害（好ましくは、２型糖尿病）の治療及び／又は防止のため
の方法を更に目的とし、前記方法は、それを必要とする対象に、本明細書に記載のような
式（Ｉ－Ｘ）の化合物の共結晶を投与することを含む。
【００２９】
　本明細書で使用するとき、表記「*」は、立体中心の存在を示すものとする。
【００３０】
　本発明による化合物が少なくとも１つのキラル中心を有する場合、この化合物はしたが
ってエナンチオマーとして存在し得る。化合物が２つ以上のキラル中心を持つ場合、この
化合物はジアステレオマーとして存在し得る。このような異性体全て及びこれらの混合物
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が本発明の範囲内に包括されることが理解されるであろう。好ましくは、化合物がエナン
チオマーとして存在する場合、エナンチオマーは、約８０％以上のエナンチオマー過剰率
、より好ましくは、約９０％以上のエナンチオマー過剰率、更に好ましくは、約９５％以
上のエナンチオマー過剰率、更により好ましくは約９８％以上のエナンチオマー過剰率、
最も好ましくは、約９９％以上のエナンチオマー過剰率で存在する。同様に、化合物がジ
アステレオマーとして存在する場合、ジアステレオマーは、約８０％より多いか又は約８
０％に等しいジアステレオマー過剰率、より好ましくは、約９０％より多いか又は約９０
％に等しいジアステレオマー過剰率、更に好ましくは、約９５％より多いか又は約９５％
に等しいジアステレオマー過剰率、更により好ましくは約９８％より多いか又は約９８％
に等しいジアステレオマー過剰率、最も好ましくは、約９９％より多いか又は約９９％に
等しいジアステレオマー過剰率で存在する。
【００３１】
　更に、本発明の化合物のいくつかの結晶形態は多形として存在することができ、そのよ
うなものは、本発明に含まれることが意図される。加えて、本発明のいくつかの化合物は
、水との溶媒和物（すなわち、水和物）又は一般的な有機溶媒との溶媒和物を形成するこ
とができ、そのような溶媒和物も、本発明の範囲内に包含されることが意図される。
【００３２】
　本明細書で使用するとき、特に明記しない限り、用語「単離された形態」は、化合物が
、別の化合物（一種又は複数）との任意の固体混合物、溶媒系又は生物学的環境から分離
された形態で存在することを意味するものとする。本発明の実施形態では、式（Ｉ－Ｘ）
の化合物のＬ－プロリンとの共結晶は、単離された形態で存在する。本発明の別の実施形
態では、式（Ｉ－Ｘ）の化合物のクエン酸との共結晶は、単離された形態で存在する。
【００３３】
　本明細書で使用するとき、特に明記しない限り、用語「実質的に純粋な形態」は、単離
した結晶形態中の不純物のモルパーセントが、約５モルパーセント未満、好ましくは約２
モルパーセント未満、より好ましくは約０．５モルパーセント未満、最も好ましくは約０
．１モルパーセント未満であることを意味する。本発明の一実施形態では、式（Ｉ－Ｘ）
の化合物のＬ－プロリンとの共結晶は、実質的に純粋な形態で存在する。本発明の別の実
施形態では、式（Ｉ－Ｘ）の化合物のクエン酸との共結晶は、実質的に純粋な形態で存在
する。
【００３４】
　本発明は、それを必要とする対象に、治療的に有効な量の本明細書に記載のような式（
Ｉ－Ｘ）の化合物との共結晶のいずれかを投与することを含む、ブドウ糖関連障害の治療
及び防止（好ましくは、発症の防止）のための方法を更に目的とする。
【００３５】
　本発明の方法は、「ブドウ糖関連障害」の治療及び／又は予防（進行又は発症を遅らせ
ることを含む）を目的とする。本明細書で使用するとき、用語「ブドウ糖関連障害」は、
高血糖により特徴づけられるか、又は高血糖の結果として発症する、いずれかの障害とし
て定義することができる。ブドウ糖関連障害としては、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病
性神経障害、糖尿病性腎症、創傷治癒の遅延、インスリン抵抗性、高血糖症、高インスリ
ン血症、脂肪酸の血中濃度の上昇、ブドウ糖の血中濃度の上昇、高脂血症、肥満、高トリ
グリセリド症、シンドロームＸ、糖尿病合併症、アテローム性動脈硬化症又は高血圧が挙
げられる。特に「ブドウ糖関連障害」は糖尿病（１型及び２型糖尿病など）、糖尿病合併
症（糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症など）、肥満、又は食後高血糖で
ある。
【００３６】
　本発明の実施形態では、ブドウ糖関連障害は、糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経
障害、糖尿病性腎症、創傷治癒の遅延、インスリン抵抗性、高血糖、高インスリン血症、
脂肪酸の血中濃度の上昇、高脂血症、肥満、高トリグリセリド症、シンドロームＸ、糖尿
病合併症、アテローム性動脈硬化症及び高血圧からなる群から選択される。
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【００３７】
　本発明の別の実施形態では、ブドウ糖関連障害は、１型糖尿病、２型糖尿病、糖尿病性
網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、肥満及び食後高血糖からなる群から選択され
る。本発明の別の実施形態では、ブドウ糖関連障害は、１型糖尿病、２型糖尿病、糖尿病
性網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、肥満及び創傷治癒の遅延からなる群から選
択される。本発明の別の実施形態では、ブドウ糖関連障害は、血糖コントロール不良、２
型糖尿病、シンドロームＸ、妊娠糖尿病、インスリン抵抗性及び高血糖からなる群から選
択される。本発明の別の実施形態では、ブドウ糖関連障害は２型糖尿病である。
【００３８】
　別の実施形態では、ブドウ糖関連障害は、血糖値の上昇、糖尿病前症、経口ブドウ糖負
荷の障害、血糖コントロール不良、２型糖尿病、シンドロームＸ（代謝異常症候群として
も既知）、妊娠糖尿病、インスリン抵抗性及び高血糖からなる群から選択される。
【００３９】
　ブドウ糖関連障害の治療は、ブドウ糖濃度の低減、血糖コントロールの改善、インスリ
ン抵抗性の低減、及び／又はブドウ糖関連障害の進行の予防（例えば、経口ブドウ糖負荷
での耐糖能異常又は血糖値の上昇に苦しむ患者における２型糖尿病発症の予防）を含み得
る。
【００４０】
　本明細書で使用するとき、用語「シンドロームＸ」、「代謝異常症候群」及び「代謝性
シンドロームＸ」は、２型糖尿病及び心血管疾患の進行に関する危険因子を表し、インス
リン抵抗性及び高インスリン血症により特徴づけられ、次の（ａ）～（ｅ）：（ａ）耐糖
能障害、（ｂ）２型糖尿病、（ｃ）脂質異常症、（ｄ）高血圧及び（ｅ）肥満、のうちの
１つ以上を伴う疾患を意味し得る。
【００４１】
　本明細書で使用するとき、特に断りがない限り、「治療する」、「治療」などの用語は
、疾患、病状、又は障害への対処を目的とする、患者又は罹病者（好ましくは哺乳動物、
より好ましくはヒト）の管理及びケアを包含し、並びに症状若しくは合併症の発現の予防
、症状若しくは合併症の緩和、又は疾患、病状、若しくは障害の除去のための、本発明の
化合物の投与を包含するものとする。
【００４２】
　本明細書で使用するとき、特に断りがない限り、用語「予防」は、（ａ）１つ以上の症
状の頻度の低減、（ｂ）１つ以上の症状の重篤度の軽減、（ｃ）更なる症状の発現の遅延
化若しくは回避、並びに／又は、（ｄ）疾患若しくは病状の発現の遅延化若しくは回避、
を含むものとする。
【００４３】
　本発明が予防方法を目的とする場合、この方法を必要とする患者（すなわち、予防を必
要とする患者）が、予防されるべき障害、疾患、若しくは病状のうち少なくとも１つの症
状を経験又は示しているいずれの患者あるいは罹病者（好ましくは哺乳類、より好ましく
はヒト）をも包含することを、当業者は理解するであろう。更に、この方法を必要とする
被験体は加えて、予防されるべき障害、疾患、又は病状のいずれの症状も示していないが
、それらの障害、疾患、又は病状の発現のリスクがあると医師、臨床医、又は他の医療専
門家によって見なされている被験体（好ましくは哺乳動物、より好ましくはヒト）であっ
てもよい。例えば、限定されるものではないが、家族暦、個体素因、合併（併発）障害又
は合併（併発）症状、遺伝子検査などを含めた、患者の診療歴の結果として、患者は、障
害、疾患、又は病状の発現のリスクがあると（及びそれゆえ、予防又は予防治療の必要が
あると）見なされる場合がある。
【００４４】
　用語「対象」は、本明細書で使用するとき、治療、観察又は実験の対象である動物、好
ましくは哺乳類、最も好ましくはヒトを指す。好ましくは、患者は、治療及び／又は予防
すべき疾病又は疾患の少なくとも１つの症状を経験し及び／又は示している。
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【００４５】
　本明細書で使用するとき、用語「治療的に有効な量」は、研究者、獣医、医師又は他の
臨床医により求められている、治療されている疾病又は疾患の症状の緩和を含む生体学的
反応又は医薬反応を組織系、動物又はヒトにおいて引き出す活性化合物又は薬剤の量を意
味する。
【００４６】
　投与すべき最適用量は、当業者により容易に決定することができ、例えば投与様式、製
剤の強度、投与様式、及び疾病症状の進行度により変動するであろう。加えて、罹病者の
年齢、体重、食事及び投与時間などの、治療されている特定の罹病者に関連した因子も、
用量の調整に必要となるであろう。
【００４７】
　当業者は、好適な、既知の及び一般に認められた細胞及び／又は動物モデルを使用した
インビボ及びインビトロの両方での試験により、試験化合物又はコ－セラピーが所定の疾
患を治療又は予防する能力を予測できることを認識するであろう。当業者は更に、健康な
受診者及び／又は上記障害に罹患している患者を対象としたヒト初回投与（first-in-hum
an）、用量範囲及び効力試験を含むヒトの臨床試験を、臨床及び医学分野で周知な方法に
従い実施できることを認識するであろう。
【００４８】
　本明細書で使用されるように、用語「組成物」は、特定の成分を特定の量で含む製品、
及び特定の成分の特定の量での組み合わせから直接又は間接的に生じる任意の製品を包含
することを意図する。
【００４９】
　より簡潔な説明を提供するために、本明細書の定量的表現の一部は、約Ｘの量～約Ｙの
量の範囲として記載される。範囲が列挙される場合、その範囲は、列挙された上限及び下
限に限定されず、約Ｘの量～約Ｙの量の完全範囲、又はその中の任意の量若しくは範囲を
含むことが理解される。
【００５０】
　より簡潔な説明を提供するために、本発明に提供されるいくつかの量的表現は、用語「
約」により修飾されていない。用語「約」が明白に使用されていても、又はされていなく
とも、本明細書に提供されるあらゆる量は、実際の提供される値を指すことを意味し、ま
た、そのような所定の値に関する実験条件及び／又は測定条件による近似値を含む、当業
者に基づき合理的に推測されるそのような所定の値の近似値を指すことも意味することが
理解される。
【００５１】
　好適な溶媒、塩基、反応温度、並びに他の反応パラメータ及び成分の例は、本明細書で
以下に詳細に説明される。当業者は、上記例の列挙が、以後の特許請求の範囲に記載され
る発明を決して限定する意図はなく、そのように解釈すべきではないことを認識する。
【００５２】
　当業者は、本発明の反応工程が、様々な溶媒又は溶媒系で行うことができ、その反応工
程はまた、適切な溶媒又は溶媒系の混合物中でも行うことができることを認識するであろ
う。
【００５３】
　本発明による化合物の調製方法が、立体異性体の混合物を生じる場合、これらの異性体
は、例えば分取クロマトグラフィーなどの従来の技術により分離することができる。化合
物はラセミ体で調製されてもよく、又は個々のエナンチオマーをエナンチオ選択的合成、
又は分割のいずれかにより調製することができる。化合物は、例えば、（－）－ジ－ｐ－
トルオイル－Ｄ－酒石酸及び／又は（＋）－ジ－ｐ－トルオイル－Ｌ－酒石酸等の光学活
性酸を用いて塩を形成させた後に、分別結晶化を行い、遊離塩基を再生させることにより
ジアステレオマー対を形成させる等の標準的技術により、それら化合物の成分である鏡像
異性体に分割することもできる。化合物はまた、ジアステレオマーエステル又はアミドを
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形成させた後に、クロマトグラフィー分離を行い、キラル補助基を除去することによって
も分割されてよい。代替的に、化合物は、キラルＨＰＬＣカラムを使用して分割されても
よい。
【００５４】
　更に、標準物質に対するキラルＨＰＬＣを用いて、鏡像体過剰率（％ｅｅ）を決定する
ことができる。鏡像体過剰率は、以下のように算出することができる：
　［（Ｒモル－Ｓモル）／（Ｒモル＋Ｓモル）］×１００％
　式中、Ｒモル及びＳモルは、Ｒモル＋Ｓモル＝１となるような、混合物中のＲ及びＳモ
ル分率である。あるいは、鏡像体過剰率は、以下のように、所望の鏡像体及び調製された
混合物の比旋光度から算出することもできる：
　ｅｅ＝（［α－ｏｂｓ］／［α－ｍａｘ］）×１００
【００５５】
　本発明は、式（Ｉ－Ｘ）の化合物のＬ－プロリンとの共結晶、好ましくは、式（Ｉ－Ｘ
）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶を目的とする。本発明は、式（Ｉ－Ｘ）の化
合物のクエン酸との共結晶、好ましくは、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共
結晶を更に目的とする。
【００５６】
　結晶性Ｌ－プロリン及びクエン酸との共結晶の調製：
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物のＬ－プロリン及びクエン酸との共結晶は、共結晶スクリーニン
グの一部として調製される。簡潔に述べると、約１５ｍｇの式（Ｉ－Ｘ）の化合物が、約
１モル等量の共結晶形成剤（Ｌ－プロリン又はクエン酸のそれぞれ）及び１０μＬの溶媒
（アセトン、エタノール、酢酸イソプロピル、トルエン、水から選択される）とともに４
８ウェル粉砕ブロック内のそれぞれのウェルに加えられる。それぞれの共結晶形成剤（５
つの溶剤及び１つのドライウェル）に対して６つの個々の実験が実施された。ウェルは１
０分間のボールミルによる粉砕を受け、その後粉末Ｘ線回折によって直ちに解析された。
【００５７】
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、アセトン中で１：１の化学
量論比における式（Ｉ－Ｘ）の化合物（約１ｇ）とのＬ－プロリンとのスラリー化によっ
て、更に調製された。
【００５８】
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、酢酸イソプロピル中で１：１の
化学量論比における式（Ｉ－Ｘ）の化合物（約１ｇ）のクエン酸との熱結晶化によって、
さらに調製された。
【００５９】
　Ｌ－プロリン及びクエン酸との共結晶の物理的及び化学的安定性
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、以下の条件下、すなわち（
ａ）５℃、密閉、（ｂ）２５℃／６０％　ＲＨ、開放、（ｃ）４０℃、密閉、（ｄ）４０
℃／７５％　ＲＨ、開放、（ｅ）６０℃、密閉、及び（ｆ）８０℃、密閉、の条件下で、
約１０ｍｇの共結晶を１０ｍＬの血清クリンプバイアルに貯蔵し、１日目、１週間目、２
週間目、及び４週間目に安定性データを収集することによって、物理的安定性について試
験された。式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、これらの全ての条
件下で、可視的に変色無しで、最高４週間物理的に安定していることが見出された。
【００６０】
　物理的安定性を試験される、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶の
試料は、１日目、１週間目、２週間目、及び４週間目にサンプル採取され、化学的安定性
／劣化を更に試験された。式（Ｉ－Ｘ）の化合物（約１０ｍｇ）の結晶性Ｌ－プロリンと
の共結晶は、５０：５０の水：アセトニトリル溶液（１０ｍＬ）で希釈され、次いでＨＰ
ＬＣ測定のために１０倍に更に希釈された。１日目、１週間目、２週間目、及び４週間目
に全ての結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶の試料は、化学的に安定を呈した。劣化のピーク
は観察されず、かつ測定された面積％も、それぞれの時点で一定のままであった。
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【００６１】
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、以下の条件下、すなわち（ａ）
５℃、密閉、（ｂ）２５℃／６０％　ＲＨ、開放、（ｃ）４０℃、密閉、（ｄ）４０℃／
７５％　ＲＨ、開放、（ｅ）６０℃、密閉、及び（ｆ）８０℃、密閉、の条件下で、約１
０ｍｇの共結晶を１０ｍＬの血清クリンプバイアル内に貯蔵し、１日目、１週間目、２週
間目、及び４週間目に安定性データを収集することによって、物理的安定性について同様
に試験された。式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、２５℃／６０％　
ＲＨで貯蔵されたとき、４０℃／７５％　ＲＨで貯蔵されたとき、及び６０℃、又は８０
℃のいずれかで貯蔵されたとき、少量の劣化（ピーク基準で＜０．３％）が観察されたが
、これらの条件下で、最高４週間物理的に安定していることが見出された。
【００６２】
　物理的安定性を試験される、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶共結晶
の試料は、１日目、１週間目、２週間目、及び４週間目にサンプル採取され、化学的安定
性／劣化を更に試験された。式（Ｉ－Ｘ）の化合物（約１０ｍｇ）の結晶性クエン酸との
共結晶は、５０：５０の水：アセトニトリル溶液（１０ｍＬ）で希釈され、次いでＨＰＬ
Ｃ測定のために１０倍に更に希釈された。５℃密閉、及び４０℃密閉で貯蔵された場合、
１日目、１週間目、２週間目、及び４週間目において全ての結晶性クエン酸との共結晶の
試料は、化学的に安定を呈した。１週間目、２週間目、及び４週間目の２５℃／６０％　
ＲＨ開放で貯蔵された試料、及び６０℃密閉で貯蔵された試料で、少量の劣化ピークが観
察されたが、これらの試料のピーク純度は、＞９９％に留まった。僅かな劣化ピークが、
１週間目、２週間目、及び４週間目の４０℃／７５％　ＲＨ開放で、及び８０℃密閉で貯
蔵された試料でも観察されたが、これらの試料のピーク純度も、＞９９％に留まった。
【００６３】
　粉末Ｘ線回折、示差走査熱量測定、熱重量分析、及び動的蒸気収着／脱着の測定
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶及び式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結
晶性クエン酸との共結晶は、粉末Ｘ線回折（ｐＸＲＤ）、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）、
熱重量分析（ＴＧＡ）及び動的蒸気収着／脱着（ＤＶＳ）を介して、更に特徴付けられる
。
【００６４】
　粉末Ｘ線回折：粉末Ｘ線回折パターンは、ＧＡＤＤＳ（商標）（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）、システム校正に
より１５．０５ｃｍの距離におけるＢｒｕｋｅｒ　ＡＸＳ　ＨＩ－ＳＴＡＲ面検出器、銅
源（Ｃｕ／Ｋα　１．５４０５６Å）、自動化ｘ－ｙ－ｚステージ、及び０．５ｍｍコリ
メータを装備した、Ｂｒｕｋｅｒ　ＡＸＳ　Ｄ８　Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　ｘ－ｒａｙ　Ｄｉ
ｆｆｒａｃｔｏｍｅｔｅｒを使用して得られる。試料は、ペレットの形態に圧密化され、
ｘ－ｙ－ｚステージ上に載置される。ディフラクトグラムは、４０ｋＶ及び４０ｍＡの電
力設定で、周囲条件の下で、試料が静止したままの間に反射モードで得られた。それぞれ
の試料に対して、暴露時間は、約１分であった。得られたディフラクトグラムは、面検出
器の幾何学的なピンクッション歪みを説明するために空間的なリマッピング手順を受け、
次いで、ビン正規化するために、正規化集合について０．０２度きざみで、χに沿って－
１１８．８～－６１．８度、及び２－θに沿って２．１～３７度、積分される。Ｊａｄｅ
ソフトウェアの使用に加えて、Ｂｒｕｋｅｒの機械で得られる回折パターンは、ＥＶＡソ
フトウェアを使用して見られる。
【００６５】
　示差走査熱量測定：試料のアリコートは、重量を測定し、アルミニウムの密封試料容器
に入れた。試料容器を、オートサンプラーを装備した装置（Ｑ１０００示差走査熱量測定
、ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）に装填した。空のアルミニウム密封容器を対照として
、試料を、１０℃／分の速度で、Ｔmin（典型的には室温）からＴmax（典型的には３００
℃）まで個別に加熱することによって、サーモグラムが得られた。乾燥窒素を試料パージ
ガスとして使用し、５０ｍＬ／分の流量に設定した。熱転移が視認され、かつ、計器とと
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もに提供された解析ソフトウェアを使用して解析された。
【００６６】
　熱重量分析：試料のアリコートは、白金の試料容器内に移送された。容器は、装填プラ
ットフォーム上に置かれ、次いで制御ソフトウェアを使用して自動的に装置（Ｑ５００熱
重量分析器、ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）内に装填された。サーモグラムは、試料を
１０℃／分で、Ｔmin（典型的には室温）からＴmax（典型的には３００℃）まで、６０ｍ
ｌ／分の試料パージ流量、及び４０ｍｌ／分のバランスパージ流量の、乾燥窒素流の下で
、個々に加熱することによって得られた。熱転移（例えば、重量変化）は、計器とともに
提供された解析ソフトウェアを使用して視認され、かつ解析された。
【００６７】
　動的蒸気収着／脱着：水分収着は、動的蒸気収着／脱着－１計器（表面測定値システム
、Ａｌｌｅｎｔｏｗｎ，ＰＡ）上で特徴付けられる。それぞれの事例では、試料は、周囲
の相対湿度（ＲＨ）から０％のＲＨまで、乾燥曲線の対象となり、引き続いて、２５℃で
、１０％　ＲＨきざみで、収着（０％　ＲＨ～９０％ＲＨ）及び脱着（９０％　ＲＨ～０
％　ＲＨ）の２つのサイクルが続く。それぞれのステップにおいて、試料は、特定の％Ｒ
Ｈで平衡化することができ、したがって、計器が方法内の次のステップに移動する前に増
減する重量に関して安定する。
【００６８】
　結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶の特性
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、粉末Ｘ線回折（ｐＸＲＤ）
パターン、すなわち、共結晶パターンを共結晶構成成分の粉末Ｘ線回折パターンと、より
具体的には、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の粉末Ｘ線回折とＬ－プロリンの粉末Ｘ線回折とを比
較することによって特徴付けられる。
【００６９】
　本明細書の後に続く図１は、代表的な測定されたＬ－プロリン（上）、式（Ｉ－Ｘ）の
化合物（下）、及び式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶（中）に対す
る粉末Ｘ線回折パターンを図示する。
【００７０】
　一実施形態では、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、下記の表
１にリストで示されるようなピークを含む、その粉末Ｘ線回析パターンによって特徴付る
ことができる。
【００７１】
【表１】

【００７２】
　好ましくは、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、相対強度が約
２５％以上のピークを含む、好ましくは約４０％以上の相対強度を有するその粉末Ｘ線回
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【００７３】
　本発明の別の実施形態では、図２に図示されるピークを集めた粉末Ｘ線回折スペクトル
に示されるように、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、°２θで
以下の３．７４、９．５０、１０．９８、１７．７８、１８．６２、２１．９４、２３．
４３、及び２６．８２の粉末Ｘ線回折ピークによって特徴付けられ得る。
【００７４】
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、示差走査熱量測定（ＤＳＣ
）を使用して１０℃／分にて２５℃～３００℃で測定することによって更に特徴付けられ
、１８０℃で肩部を有し、１８８℃で鋭い融点を示すことが見出された。
【００７５】
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、熱重量分析（ＴＧＡ）を使
用して１０℃／分で、２５℃～３００℃で測定することによって更に特徴付けられ、１８
０℃までで１％の重量喪失を示し（残留溶媒の喪失に起因すると思われる）、引き続いて
、２８０℃までで更に１モル等量のＬ－プロリンの喪失に対応する更なる２５％の重量喪
失を示すことが見出された。
【００７６】
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、２５℃で、０％　ＲＨ～９
０％ＲＨ（全サイクル２回）で測定する、動的蒸気収着（ＤＶＳ）を使用して更に特徴付
けられる。式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、吸湿性であること
が見出されたが、％ＲＨが４０％に達するまで、重量増加は観察されなかった。４０％　
ＲＨと９０％　ＲＨとの間で、共結晶は質量が１２％増加し、この値は測定サイクルの脱
着部分の間に喪失した（いくらかのヒステレシスをともなって）ものである。動的蒸気収
着／脱着の実行後で（０％ＲＨで分離した）収集された粉末Ｘ線回折は、この試料では、
不可逆的な形態変換が観察されなかったことを示した。
【００７７】
　結晶性クエン酸との共結晶特性
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、粉末Ｘ線回折（ｐＸＲＤ）パタ
ーン、すなわち、共結晶パターンを共結晶構成成分の粉末Ｘ線回折パターンと、より具体
的には、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の粉末Ｘ線回折とクエン酸の粉末Ｘ線回折とを比較するこ
とによって特徴付けられる。
【００７８】
　本明細書の後に続く図３は、代表的な測定されたクエン酸（上）、式（Ｉ－Ｘ）の化合
物（下）、及び式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶（中）に対する粉末Ｘ
線回折パターンを図示する。
【００７９】
　一実施形態では、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、下記の表２に
リストで示されるようなピークを含む、その粉末Ｘ線回析パターンによって特徴付けるこ
とができる。
【００８０】
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【表２】

【００８１】
　好ましくは、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、相対強度が約５％
以上のピークを含む、より好ましくは約１０％以上の相対強度を有するその粉末Ｘ線回折
パターンによって特徴付けられる。
【００８２】
　本発明の別の実施形態では、図４に図示されるピークを集めた粉末Ｘ線回折スペクトル
に示されるように、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、°２θで以下
の約４．２、９．１６、１２．３９、１６．５４、１７．６９、１９．７０、２３．６３
、及び２５．６６の粉末Ｘ線回折ピークによって、特徴付けられ得る。
【００８３】
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）を
使用して１０℃／分にて２５℃～３００℃で測定することによって更に特徴付けられ、１
５６℃で単一の鋭い融点を示すことが見出された。
【００８４】
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、熱重量分析（ＴＧＡ）を使用し
て１０℃／分で、２５℃～３００℃で測定することによって、更に特徴付けられ、１５５
℃までで０．３８％の僅かな重量喪失を示すことが見出された。この重量喪失は、水和し
た形態の存在を示すものではなく、残留溶媒の喪失に起因すると考えられる。
【００８５】
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、２５℃で、０％　ＲＨ～９０％
ＲＨ（全サイクル２回）で測定する、動的蒸気収着（ＤＶＳ）を使用して更に特徴付けら
れる。式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶は、０％～８０％ＲＨで観察さ
れた、質量における０．５％の緩やかな上昇により、非吸湿性であることが見出され、そ
の質量は脱着により再度失われた。ＤＶＳ実行後（０％ＲＨで分離した）収集された粉末
Ｘ線回折は、この試料では、形態の変換は観察されなかったことを示した。
【００８６】
　本明細書に記載されるように、本発明は、製薬学的に許容可能な担体とともに、式（Ｉ
－Ｘ）の化合物の任意の結晶性共結晶を含む医薬組成物を更に含む。本明細書に記載した
本発明の化合物のうち１つ以上を活性成分として含有する医薬組成物は、従来の製薬学的
配合技術に従って、化合物又は医薬担体を伴う化合物を完全に混合することによって調製
することができる。担体は、所望の投与経路（例えば、経口、非経口）に応じて様々な形
態をとることができる。したがって、縣濁剤、エリキシル剤及び溶液のような液体経口製
剤では、好適な担体及び添加剤としては、水、グリコール、油、アルコール、香味剤、保
存剤、安定剤、着色剤等が挙げられ、散剤、カプセル剤及び錠剤のような固体経口製剤で
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は、好適な担体及び添加剤としては、デンプン、糖、希釈剤、造粒剤、滑沢剤、結合剤、
崩壊剤等が挙げられる。固体経口製剤は、例えば糖などの物質でコーティングされてもよ
く、又は主要な吸収部位に関し調整するために腸溶コーティングされてもよい。非経口投
与のための担体は通常無菌水からなり、また他の成分を加えて溶解度又は保存性を向上さ
せてもよい。注射用の懸濁液又は溶液は、水性担体を適切な添加剤と共に用いて調製され
てもよい。
【００８７】
　本発明の薬学的組成物を調製するために、活性成分としての１つ又はそれ以上の本発明
の化合物を、従来の薬学的配合技術に従って、薬学的担体と共に完全に混合するが、この
担体は、例えば経口又は筋内などの非経口投与に所望される製剤の形態に応じて様々な形
態をとることができる。経口剤形における組成物の調製には、任意の通常の製薬学的媒体
を用いることができる。したがって、例えば、懸濁剤、エリキシル剤及び液剤などの経口
液体製剤のための好適な担体及び添加剤は、水、グリコール、油、アルコール、香味剤、
保存剤、着色剤及び同様物を含み、散剤、カプセル剤、カプレット剤、ジェルカップ及び
錠剤などの経口固形製剤のための適切な担体及び添加剤は、澱粉、糖、希釈剤、造粒剤、
滑沢剤、結合剤、錠剤崩壊剤及び同様物を含む。投与における容易性により、錠剤及びカ
プセル剤は最も有利な経口用量単位形態であり、その場合、固体薬学的担体が明らかに使
用される。所望であれば、錠剤は、標準的な技術により、糖コーティング又は腸溶コーテ
ィングされてもよい。非経口のための担体は、通常、無菌水を含むが、例えば溶解性を助
けるなどの目的のため、又は保存のために他の成分を含んでもよい。注射用の懸濁液も調
製することができ、その場合、適切な液体担体、懸濁化剤及び同様物を使用することがで
きる。本明細書の医薬組成物は、単位用量、例えば錠剤、カプセル剤、散剤、注射液、茶
さじ一杯及び同様物当たり、上述した有効用量を送達するのに必要な量の活性成分を含む
であろう。本明細書の医薬組成物は、例えば錠剤、カプセル剤、粉末、注射液、坐剤、茶
さじ一杯などの用量単位当たり約０．１～約１０００ｍｇ又はこの中の任意の量若しくは
範囲を含有し、及び約０．０１～約５００ｍｇ／ｋｇ／日、又はこの中の任意の量若しく
は範囲、好ましくは約０．５～約１００ｍｇ／ｋｇ／日、又はこの中の任意の量若しくは
範囲の投薬量で与えてもよい。しかしながら、投与量は、患者の要求量、治療されている
病状の重症度、及び使用される化合物に応じて変動し得る。連日投与又は断続的（post-p
eriodic）投与の使用のいずれかを用いることができる。
【００８８】
　好ましくは、これらの組成物は、経口、非経口、鼻腔内、舌下又は直腸投与、又は吸入
若しくは送気による投与のための、例えば錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒、無菌非
経口溶液又は懸濁液、定量エアゾル又は液体噴霧剤、ドロップ、アンプル、自動注入装置
又は坐薬などの単位剤の形態である。代替的に、組成物は、週１回又は月１回投与に好適
な形態で存在することができ、例えば、活性化合物の不溶性塩、例えばデカン酸塩は、筋
内注入のためのデポー製剤を提供するよう適合され得る。錠剤などの固形組成物の調製に
関しては、主要活性成分を、医薬担体、例えば従来の打錠調製成分、例えばトウモロコシ
デンプン、乳糖、ショ糖、ソルビトール、タルク、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシ
ウム、リン酸二カルシウム、又はゴム及び他の医薬希釈剤、例えば水と混合して、本発明
の化合物又はその製薬学的に許容可能な塩の均質混合物を含む固形予備配合組成物を形成
する。これらの予備配合組成物を均質と称する場合、これは、活性成分が組成物全体にむ
らなく分散し、それゆえに、この組成物を、同等に効果的な、錠剤、丸剤及びカプセル剤
などの剤形に容易に分割できることを意味する。この固体予備処方組成物は、次に０．０
１～約１，０００ｍｇ（又はその中の任意の量若しくは範囲）の本発明の活性成分を含有
する、上述したタイプの単位剤形に再分割される。新規な組成物の錠剤又は丸剤は、長期
間作用の利点を付与する剤形を提供するためにコーティングすることができ、又は別様に
配合することができる。例えば、錠剤又は丸剤は、内側投与成分及び外側投与成分を含む
ことができ、後者は前者の外皮の形態である。２つの成分は、胃での崩壊を阻止し、また
内側成分を無傷で十二指腸内まで通過させる、又は放出を遅延させることができる腸溶性
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の層により分離されることができる。このような腸溶性層又はコーティング用には様々な
材料を使用することができ、そのような材料には、セラック、セチルアルコール及び酢酸
セルロースのような材料を伴う多数のポリマー酸が挙げられる。
【００８９】
　経口投与又は注入投与用に本発明の新規組成物を組み込み得る液体形としては、水性液
剤、好適に香味付けされたシロップ剤、水性又は油性縣濁剤、及び綿実油、ゴマ油、ヤシ
油又はピーナッツ油のような食用油を含む香味付けされたエマルション、並びにエリキシ
ル剤及び同様の医薬賦形剤が挙げられる。水性懸濁剤のための好適な分散剤又は懸濁化剤
には、合成及び天然ゴム、例えばトラガカント、アカシア、アルギン酸塩、デキストラン
、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース、ポリビニル－ピロリドン
又はゼラチンが挙げられる。
【００９０】
　本発明に記載のブドウ糖関連障害の治療は、本明細書で定義する任意の化合物及び製薬
学的に許容可能な担体を含む医薬組成物を使用して行うこともできる。医薬組成物は、約
０．０１ｍｇ～約１０００ｍｇの、又はこの中の任意の量若しくは範囲の化合物、好まし
くは約０．１ｍｇ～約５００ｍｇの化合物を含んでもよく、選択される投与様式に適切な
任意の形態に構成することができる。担体は、結合剤、懸濁化剤、滑沢剤、着香剤、甘味
剤、保存剤、染料、及びコーティングが挙げられるがこれらに限定されない必要かつ不活
性な薬学的賦形剤を含む。経口投与用に好適な組成物としては、丸剤、錠剤、カプレット
剤、カプセル剤（それぞれ、迅速放出、時限放出及び持続放出製剤を含む）、顆粒、及び
散剤のような固体形、並びに液剤、シロップ剤、エリキシル剤、及び縣濁剤のような液体
形が挙げられる。非経口投与用に有用な形態は、無菌溶液、乳液及び懸濁液を含む。
【００９１】
　有利なことに、本発明の化合物は、単一の一日用量で投与されてもよく、又は全一日用
量を一日２回、３回又は４回に分割して投与されてもよい。更に、本発明のための化合物
は、当業者に周知の、好適な鼻腔内ビヒクルの局所使用による鼻腔内剤形で、又は経皮皮
膚パッチを介して投与されてもよい。経皮送達システム形態で投与するために、用量の投
与は、勿論、投与計画全体において断続的ではなく連続的であろう。
【００９２】
　例えば、錠剤又はカプセル剤の形態で経口投与するためには、有効薬剤成分を、エタノ
ール、グリセロール、水などの毒性のない製薬学的に許容可能な経口不活性担体と加え合
わせることができる。更に、所望又は必要であれば、適切な結合剤、潤滑剤、錠剤崩壊剤
及び着色剤を混合物中に組み込むこともできる。好適な結合剤としては、デンプン、ゼラ
チン、ブドウ糖又はβ－乳糖などの天然糖、トウモロコシ甘味剤、アカシア、トラガカン
トなどの天然及び合成ゴム、又はオレイン酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、ステ
アリン酸マグネシウム、安息香酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、塩化ナトリウム及びこれ
らに類するものが挙げられるが、これらに限定されない。崩壊剤としては、これらに限定
されるものではないが、デンプン、メチルセルロース、寒天、ベントナイト、キサンタン
ガムなどが挙げられる。
【００９３】
　液体は、合成及び天然ゴム、例えばトラガカント、アカシア、メチル－セルロース及び
同様物などの好適に香味付けされた懸濁化剤又は分散剤の形態をとる。非経口投与用には
、無菌懸濁液及び溶液が望ましい。静脈内投与が所望される場合、適当な防腐剤を一般に
含有する等張製剤を用いる。
【００９４】
　本発明の薬学的組成物を調製するには、活性成分としての式（Ｉ）の化合物を、従来の
薬学的配合技術に従って、薬学的担体と共に完全に混合するのだが、その担体は、投与（
例えば、経口又は非経口）に所望される製剤の形態に応じて、多種多様な形態をとること
ができる。製薬学的に許容可能な好適な担体は、当技術分野にて周知である。これらの製
薬学的に許容可能なキャリアのいくつかの説明は、米国薬剤師会（American Pharmaceuti
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cal Association）及び英国薬剤師会（Pharmaceutical Society of Great Britain）出版
の「Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ」
に見出すことができる。
【００９５】
　医薬組成物の配合方法は、Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ
：Ｔａｂｌｅｔｓ，Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｒｅｖｉｓｅｄ　ａｎｄ　Ｅｘｐａ
ｎｄｅｄ，Ｖｏｌｕｍｅｓ　１～３，ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎ　ｅｔ　
ａｌ；Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ：Ｐａｒｅｎｔｅｒａ
ｌ　Ｍｅｄｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｖｏｌｕｍｅｓ　１～２，ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ａｖｉｓ
　ｅｔ　ａｌ、及びＰｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ：Ｄｉｓ
ｐｅｒｓｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｖｏｌｕｍｅｓ　１～２，ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｌｉｅｂ
ｅｒｍａｎ　ｅｔ　ａｌ；ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ　ｂｙ　Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉ
ｎｃ．等の多数の文献に記載されている。
【００９６】
　本発明の式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性共結晶は、ブドウ糖関連の治療が必要なときは
いつでも、前述の組成物のいずれかで、かつ当該技術で確立された投与計画に従って投与
されてもよい。
【００９７】
　生成物の１日用量は、ヒト成人につき１日当たり０．０１～約１，０００ｍｇ又はこの
範囲の任意の値若しくは範囲の幅広い範囲で変動し得る。経口投与用に、組成物は、治療
されるべき患者の用量の症状による調整のために、好ましくは０．０１、０．０５、０．
１、０．５、１．０、２．５、５．０、１０．０、１５．０、２５．０、５０．０、１０
０、１５０、２００、２５０及び５００ｍｇの活性成分を含む錠剤形態で提供される。
【００９８】
　好ましくは、式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性共結晶は、１日当たり、体重１ｋｇにつき
約０．０１ｍｇ～約５００ｍｇ、又は１日当たり、体重１ｋｇにつき０．０１ｍｇ～約２
００ｍｇ、又はこの範囲内の任意の量若しくは範囲の投与量レベルで投与される。好まし
い範囲は、１日当たり、体重１ｋｇにつき約０．０１～約５０ｍｇ又はこの範囲内の任意
の量若しくは範囲、より好ましくは１日当たり、体重１ｋｇにつき約０．０５ｍｇ～約１
０ｍｇ又はこの範囲内の任意の量若しくは範囲、より好ましくは１日当たり、体重１ｋｇ
につき約１～約５ｍｇ又はこの範囲内の任意の量若しくは範囲である。一実施形態では、
式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性共結晶の有効量は、１０ｍｇ、２５ｍｇ、５０ｍｇ、１０
０ｍｇ、１５０ｍｇ、若しくは３００ｍｇ、又はこの範囲内の任意の量若しくは範囲の投
与量レベルで提供される。式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性共結晶は、１日につき１～４回
の計画で投与されてもよい。
【００９９】
　投与するべき最適用量は、当業者により容易に決定することができ、また使用される特
定の化合物、投与モード、製剤の強度、投与モード、及び疾病状態の進行により変動する
であろう。加えて、罹病者の年齢、体重、食事及び投与時間などの、治療されている特定
の罹病者に関連した因子も、用量の調整に必要となるであろう。
【０１００】
　当業者は、公知の及び一般に認められた好適な細胞及び／又は動物モデルを使用したイ
ンビボ及びインビトロの両方での試験により、所定の疾患を治療又は予防する試験化合物
の能力を予測できることを認識するであろう。
【０１０１】
　当業者は更に、健康な受診者及び／又は上記障害に罹患している患者を対象としたヒト
初回投与（first-in-human）、用量範囲及び効力試験を含むヒトの臨床試験を、臨床及び
医学分野で周知な方法に従い実施できることを認識するであろう。
【０１０２】
　以下の実施例は、本発明の理解を補助するよう示され、その後に続く特許請求の範囲に
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示される本発明を如何様にも限定するよう意図されるものではなく、また限定するよう解
釈されるべきではない。
【実施例】
【０１０３】
　（実施例１）
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物（１００ｍｇ）を、Ｌ－プロリン（２６．３０ｍｇ）（１：１．
１モル等量ＡＰＩ：ＣＣＦ）、粉砕ボール、及びアセトン（２０μＬ）とともにｗｉｇ－
Ｌ－ｂｕｇバイアルに入れた。ｗｉｇ－Ｌ－ｂｕｇで、１０分間の粉砕を受けた。粉砕し
た後、回収された固体が、予想された式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共
結晶であることが粉末Ｘ線回折によって確認された。
【０１０４】
　（実施例２）
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物（５０．１８ｍｇ）を、Ｌ－プロリン（１３．１５ｍｇ）（１：
１．１モル等量ＡＰＩ：ＣＣＦ）とともに４ｍＬの円錐バイアルに入れ、引き続いてアセ
トン（２ｍＬ）を入れた。蓋をしたバイアルをヒートガンで短時間加熱した。溶液から白
い固体材料が急速に沈殿し、収集され、そして予想された式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性
Ｌ－プロリンとの共結晶であることが粉末Ｘ線回折によって確認された。
【０１０５】
　（実施例３）
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物（１００ｍｇ）を、クエン酸（４３．８３ｍｇ）（１：１．１モ
ル等量ＡＰＩ：ＣＣＦ）、粉砕ボール、及び酢酸イソプロピル（２０μＬ）とともにｗｉ
ｇ－Ｌ－ｂｕｇバイアルに入れた。ｗｉｇ－Ｌ－ｂｕｇで、１０分間の粉砕を受けた。粉
砕した後、回収された固体が、予想された式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共
結晶であることが粉末Ｘ線回折によって確認された。
【０１０６】
　（実施例４）
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶
　式（Ｉ－Ｘ）の化合物（５０．７２ｍｇ）を、クエン酸（２１．８３ｍｇ）（１：１．
１モル等量ＡＰＩ：ＣＣＦとともに４ｍｌの円錐バイアルに入れ、引き続いて酢酸イソプ
ロピル（１ｍＬ）を入れた。固体材料を完全に溶解するために、蓋をしたバイアルをヒー
トガンで加熱した。冷却時に結晶化が観察されなかったので、蓋をあけて、溶媒をゆっく
りと蒸発させた。２日後（約２０％の溶媒減少の後）、所望の材料の粒子を飽和溶液に入
れ、数時間内に白い固体の結晶性材料が沈殿した。分離した材料が、予想された式（Ｉ－
Ｘ）の化合物の結晶性クエン酸との共結晶であることが粉末Ｘ線回折によって確認された
。
【０１０７】
　（実施例５）
　固形の経口投与製剤－予測実施例
　口腔用組成物の具体的な実施形態として、本明細書に記載したように調製された、式（
Ｉ－Ｘ）の化合物の１００ｍｇの結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶は、サイズＯのハードゲ
ルカプセルを充填するために５８０～５９０ｍｇの総量を提供するように十分に微粉化し
た乳糖と調合された。
【０１０８】
　（実施例６）
　固形の経口投与製剤－予測実施例
　口腔用組成物の具体的な実施形態として、本明細書に記載したように調製された、式（
Ｉ－Ｘ）の化合物の１００ｍｇの結晶性クエン酸との共結晶は、サイズＯのハードゲルカ



(20) JP 6106661 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

プセルを充填するために５８０～５９０ｍｇの総量を提供するように十分に微粉化した乳
糖と調合された。
【０１０９】
　例証する目的のために提供される実施例と共に、前述の説明は本発明の原理を教示する
ものであるが、本発明の実施は、以下の「特許請求の範囲」及びその等価物の範囲内にあ
るとき、使用可能な変形例、適応例、及び／又は変更例の全てを包含すると理解されたい
。
 
　本発明は、以下の態様を包含し得る。
［１］　式（Ｉ－Ｘ）
【化４－１】

　の化合物のＬ－プロリンとの共結晶。
［２］　前記共結晶が結晶性である、上記［１］に記載のＬ－プロリンとの共結晶。
［３］　２θで以下の３．７４、９．５０、１０．９８、１７．７８、１８．６２、２１
．９４、２３．４３、及び２６．８２°に粉末Ｘ線回折ピークを有する、上記［２］に記
載のＬ－プロリンとの共結晶。
［４］　前記共結晶が、１８８℃のＤＳＣによって測定される融点を示す、上記［２］に
記載のＬ－プロリンとの共結晶。
［５］　式（Ｉ－Ｘ）
【化４－２】

　の化合物の結晶性Ｌ－プロリンとの共結晶。
［６］　式（Ｉ－Ｘ）
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　の化合物のクエン酸との共結晶。
［７］　前記共結晶が結晶性である、上記［６］に記載のクエン酸との共結晶。
［８］　２θで以下の４．２、９．１６、１２．３９、１６．５４、１７．６９、１９．
７０、２３．６３、及び２５．６６°に粉末Ｘ線回折ピークを有する、上記［７］に記載
のクエン酸との共結晶。
［９］　前記共結晶が、約１５６℃のＤＳＣによって測定される融点を示す、上記［７］
に記載のクエン酸との共結晶。
［１０］　式（Ｉ－Ｘ）
【化４－４】

　の化合物の結晶性クエン酸との共結晶。
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