
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式Ｉ
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔式中、
Ｒ１  は、水素原子または１～９個の炭素原子を有するアルキル基であり、
Ｒ２  は、水素原子またはメチル基を表わし、
Ｒ３  およびＲ４  は、互いに無関係に水素原子、
ヒドロキシ基、
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アシルオキシ基－Ｏ－ＣＯ－Ｒ５  （但し、Ｒ５  は、１～１０個の炭素原子を表わすもの
とする）、
カルバモイルオキシ基－Ｏ－ＣＯ－ＮＨＲ６  （但し、Ｒ６  は、水素原子、それぞれ１～
５個の炭素原子を有するアルキル基またはアリールを表わすものとする）、スルファモイ
ルオキシ基－Ｏ－ＳＯ２  －ＮＲ７  Ｒ８  （但し、Ｒ７  およびＲ８  は互いに無関係にそ
れぞれ水素原子、１～５個の炭素原子を有するアルキル基または窒素原子と一緒になって
ピロリジノ基、ピペリジノ基もしくはモルホリノ基を表わすものとする）、
基－ＣＨ２  Ｒ９  （但し、Ｒ９  は、ヒドロキシ基、１～５個の炭素原子を有するアルキ
ルオキシ基、塩素原子もしくは臭素原子、アジド基、ニトリロ基もしくはチオシアノ基を
表わすものとする）または
基－ＳＲ１ ０ （但し、Ｒ１ ０ は、１～５個の炭素原子を有するアルキル基を表わすものと
する）を表わし、
Ｒ３  およびＲ４  は一緒になって、オキソ基を表わし、
Ｒ３  およびＲ４  はＣ－１７を含めてスピロオキシランまたは２，２－ジメチル－１，３
－ジオキソランを形成する〕で示される１９－ノルアンドロスタン系列の１４，１５－シ
クロプロパノステロイド。
【請求項２】
１７β－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３－オン（Ｊ　１
１２９）、
１７α－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３－オン、
１７β－ヒドロキシ－１５β－メチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－
３－オン、
１７β－ヒドロキシ－１５α－メチル－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－エン－
３－オン、
１７β－ヒドロキシ－１７α－ヒドロキシメチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－
４－エン－３－オン、
１７α－メトキシ－１７β－メチルオキシメチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－
４－エン－３－オン、
１７β－ヒドロキシ－７α－メチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３
－オン、
１７，２０－イソプロピリデンジオキシ－１４α，１５α－メチレン－１９，２１－ビス
ノル－１７α－プレグネ－４－エン－３－オン、
３－オキソ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－１７β－イル－スルファメ
ート、
３－オキソ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－１７β－イル－ｎ－ブタノ
エート、
１７β－ヒドロキシ－１７α－メチルオキシメチル－１４β，１５β－メチレンエストレ
－４－エン－３－オン（Ｊ　１２２２）、
１７α－エチルチオメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－
４－エン－３－オン（Ｊ　１４１１）、
１７α－クロルメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン（Ｊ　１３６４）、
１７α－アジドメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン（Ｊ　１３７０）、
１７α－ブロムメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン（Ｊ　１４２４）、
１７β－ヒドロキシ－１７α－ロダノメチル－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン（Ｊ　１４７０）、
１７α－シアノメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン（Ｊ　１５１７）であることを特徴とする、
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１９－ノルアンドロスタン系



【請求項３】
請求項１記載の化合物およびその製薬学的に認容性の塩を製造する方法において、
一般式ＩＩ
【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔式中、
Ｒ１  は、水素原子または１～９個の炭素原子を有するアルキル基であり、
Ｒ２  は、水素原子またはメチル基を表わし、
Ｒ３  およびＲ４  は、互いに無関係に水素原子、
ヒドロキシ基、
アシルオキシ基－Ｏ－ＣＯ－Ｒ５  （但し、Ｒ５  は、１～１０個の炭素原子を表わすもの
とする）、
カルバモイルオキシ基－Ｏ－ＣＯ－ＮＨＲ６  （但し、Ｒ６  は、水素原子、それぞれ１～
５個の炭素原子を有するアルキル基またはアリールを表わすものとする）、スルファモイ
ルオキシ基－Ｏ－ＳＯ２  －ＮＲ７  Ｒ８  （但し、Ｒ７  およびＲ８  は互いに無関係にそ
れぞれ水素原子、１～５個の炭素原子を有するアルキル基または窒素原子と一緒になって
ピロリジノ基、ピペリジノ基もしくはモルホリノ基を表わすものとする）、
基－ＣＨ２  Ｒ９  （但し、Ｒ９  は、ヒドロキシ基、１～５個の炭素原子を有するアルキ
ルオキシ基、塩素原子もしくは臭素原子、アジド基、ニトリロ基もしくはチオシアノ基を
表わすものとする）または
基－ＳＲ１ ０ （但し、Ｒ１ ０ は、１～５個の炭素原子を有するアルキル基を表わすものと
する）を表わし、
Ｒ３  およびＲ４  は一緒になって、オキソ基を表わし、
Ｒ３  およびＲ４  はＣ－１７を含めてスピロオキシランまたは２，２－ジメチル－１，３
－ジオキソランを形成する〕で示される１４，１５－シクロプロパノ－エノールエーテル
を自体公知の方法でエノールエーテル分解によって製造することを特徴とする、請求項１
記載の化合物およびその製薬学的に認容性の塩を製造する方法。
【請求項４】

またはその酸付加塩を、場合によっ
ては稀釈剤および担持剤と共に含有する製薬学的組成物。
【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】
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列の１４，１５－シクロプロパノステロイド。

請求項１および２に記載の少なくとも１つの化合物、

請求項１および２に記載の少なくとも１つの化合物、またはその酸付加塩を有効成分とす
る男性または女性における繁殖力コントロール剤。

請求項１および２に記載の少なくとも１つの化合物、またはその酸付加塩を有効成分とし
て含有するホルモン置換治療（ＨＲＴ）  剤またはホルモンに応じた疾病の治療剤。

請求項１および２に記載の少なくとも１つの化合物、またはその酸付加塩を有効成分とす
る子宮内膜症、乳癌もしくは性機能低下症の治療剤。



【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、新規の１９－ノルアンドロスタン系列の１４，１５－シクロプロパノステロイ
ド、その製造法および該化合物を含有する製薬学的調製剤に関する。　欧州特許出願公開
第０７６８３１６号明細書Ａ１の記載から、１４，１５－メチレン基を有するステロイド
が公知であり、このステロイドは、プロゲステロン作用を有し、ひいては少なくとも１つ
の適当なエストロゲンとの組合せでホルモン作用による避妊および更年期のホルモン置換
治療（ＨＲＴ ）ならびに子
宮内膜症またはゲスターゲン依存性腫瘍の治療に適している。
【０００２】
一般式Ｉ
【化３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で示される１９－ノルアンドロスタン系列の１４，１５－シクロプロパノステロイドが記
載される。
【０００３】
一般式Ｉにおいて、Ｒ１  は、水素原子または１～９個の炭素原子を有するアルキル基で
あり、
Ｒ２  は、水素原子またはメチル基を表わし、
Ｒ３  およびＲ４  は、互いに無関係に水素原子、
ヒドロキシ基、アシルオキシ基－Ｏ－ＣＯ－Ｒ５  （但し、Ｒ５  は、１～１０個の炭素原
子を表わすものとする）、
カルバモイルオキシ基－Ｏ－ＣＯ－ＮＨＲ６  （但し、Ｒ６  は、水素原子、それぞれ１～
５個の炭素原子を有するアルキル基またはアリールを表わすものとする）、スルファモイ
ルオキシ基－Ｏ－ＳＯ２  －ＮＲ７  Ｒ８  （但し、Ｒ７  およびＲ８  は互いに無関係にそ
れぞれ水素原子、１～５個の炭素原子を有するアルキル基または窒素原子と一緒になって
ピロリジノ基、ピペリジノ基もしくはモルホリノ基を表わすものとする）、
基－ＣＨ２  Ｒ９  （但し、Ｒ９  は、ヒドロキシ基、１～５個の炭素原子を有するアルキ
ルオキシ基、塩素原子もしくは臭素原子、アジド基、ニトリロ基もしくはチオシアノ基を
表わすものとする）または基－ＳＲ１ ０ （但し、Ｒ１ ０ は、１～５個の炭素原子を有する
アルキル基を表わすものとする）を表わすか、または
Ｒ３  およびＲ４  は一緒になって、オキソ基を表わすか、或いは
Ｒ３  およびＲ４  は、Ｃ－１７を含めてスピロオキシランまたは２，２－ジメチル－１，
３－ジオキソランを形成し、
１４，１５－シクロプロパン環は、α位またはβ位に配置されており、その際、シクロプ
ロパン環がβ位である場合には、Ｒ２  はα位であり、逆もその通りである。
【０００４】
本発明による化合物、１９－ノルアンドロスタン系列の新規の１４，１５－シクロプロパ
ノステロイド、は、これまで記載されたことがない。この化合物の生物学的作用は、なお
公知ではない。
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【０００５】
本発明の課題は、一般式
【化４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で示される１９－ノルアンドロスタン系列の１４，１５－シクロプロパノステロイドおよ
びその製薬学的に認容性の塩ならびに該化合物の製造法を提供することである。
【０００６】
もう１つの課題は、一般式Ｉの少なくとも１つの化合物またはその製薬学的に認容性の塩
を含有する製薬学的調製剤を提供することである。
【０００７】
一般式Ｉ
【化５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
において、Ｒ１  は、水素原子または１～９個の炭素原子を有するアルキル基であり、
Ｒ２  は、水素原子またはメチル基を表わし、
Ｒ３  およびＲ４  は、互いに無関係に水素原子、
ヒドロキシ基、アシルオキシ基－Ｏ－ＣＯ－Ｒ５  （但し、Ｒ５  は、１～１０個の炭素原
子を表わすものとする）、
カルバモイルオキシ基－Ｏ－ＣＯ－ＮＨＲ６  （但し、Ｒ６  は、水素原子、それぞれ１～
５個の炭素原子を有するアルキル基またはアリールを表わすものとする）、スルファモイ
ルオキシ基－Ｏ－ＳＯ２  －ＮＲ７  Ｒ８  （但し、Ｒ７  およびＲ８  は互いに無関係にそ
れぞれ水素原子、１～５個の炭素原子を有するアルキル基または窒素原子と一緒になって
ピロリジノ基、ピペリジノ基もしくはモルホリノ基を表わすものとする）、
基－ＣＨ２  Ｒ９  （但し、Ｒ９  は、ヒドロキシ基、１～５個の炭素原子を有するアルキ
ルオキシ基、塩素原子もしくは臭素原子、アジド基、ニトリロ基もしくはチオシアノ基を
表わすものとする）または基－ＳＲ１ ０ （但し、Ｒ１ ０ は、１～５個の炭素原子を有する
アルキル基を表わすものとする）を表わすか、または
Ｒ３  およびＲ４  は一緒になって、オキソ基を表わすか、或いは
Ｒ３  およびＲ４  は、Ｃ－１７を含めてスピロオキシランまたは２，２－ジメチル－１，
３－ジオキソランを形成し、
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１４，１５－シクロプロパン環は、α位またはβ位に配置されており、その際、シクロプ
ロパン環がβ位である場合には、Ｒ２  はα位であり、逆もその通りである。
【０００８】
最も好ましいのは、
１７β－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３－オン（Ｊ　１
１２９）、
１７α－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３－オン、
１７β－ヒドロキシ－１５β－メチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－
３－オン、
１７β－ヒドロキシ－１５α－メチル－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－エン－
３－オン、
１７β－ヒドロキシ－１７α－ヒドロキシメチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－
４－エン－３－オン、
１７α－メトキシ－１７β－メチルオキシメチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－
４－エン－３－オン、
１７β－ヒドロキシ－７α－メチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３
－オン、
１７，２０－イソプロピリデンジオキシ－１４α，１５α－メチレン－１９，２１－ビス
ノル－１７α－プレグネ－４－エン－３－オン、
３－オキソ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－１７β－イル－スルファメ
ート、
３－オキソ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－１７β－イル－ｎ－ブタノ
エート、
１７β－ヒドロキシ－１７α－メチルオキシメチル－１４β，１５β－メチレンエストレ
－４－エン－３－オン（Ｊ　１２２２）、
１７α－エチルチオメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－
４－エン－３－オン（Ｊ　１４１１）、
１７α－クロルメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン（Ｊ　１３６４）、
１７α－アジドメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン（Ｊ　１３７０）、
１７α－ブロムメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン（Ｊ　１４２４）、
１７β－ヒドロキシ－１７α－ロダノメチル－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン（Ｊ　１４７０）、
１７α－シアノメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン（Ｊ　１５１７）である。
【０００９】
更に、本発明は、一般式Ｉによる化合物およびその製薬学的に認容性の塩を製造する方法
に関し、この方法は、
一般式ＩＩ
【化６】
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〔式中、Ｒ１  、Ｒ２  、Ｒ３  およびＲ４  は、前記の意味を有する〕で示される化合物を
自体公知の方法でエノールエーテル分解によって製造することによって特徴付けられる。
このエノールエーテル分解は、強酸、例えば硫酸、塩酸または有機酸を適当な有機溶剤中
に溶解された、一般式Ｉの化合物に作用させることによって実施される。
【００１０】
本発明の対象は、常用の担持剤および希釈剤と共に一般式Ｉの少なくとも１つの化合物ま
たはその酸付加塩を作用物質として含有する、経口的、直腸的、皮下的、静脈内または筋
肉内使用のための医薬品である。
【００１１】
本発明の製薬学的調製剤は、常用の固体または液状の担持剤および／または希釈剤および
一般に常用されている助剤と一緒に望ましい投与形に相応して適当な用量で自体公知の方
法で製造される。好ましい経口的投与形の場合には、有利に錠剤、皮膜錠剤、施糖衣剤、
カプセル剤、丸剤、粉末剤、溶液または懸濁液に調製され、またデポー製剤形としても調
製される。
【００１２】
それと共に、非腸管外の医薬形、例えば注射液または座薬も考慮される。
【００１３】
錠剤としての剤形は、例えば作用物質を公知の助剤、例えばデキストロース、糖、ソルビ
ット、マンニット、ポリビニルピロリドン、崩壊剤、例えばトウモロコシ澱粉もしくはア
ルギン酸、結合剤、例えば澱粉もしくはゼラチン、滑剤、例えばステアリン酸マグネシウ
ムもしくはタルクおよび／またはデポー製剤効果を達成しうる薬剤、例えばカルボキシル
ポリメチレン、カルボキシメチルセルロース、セルロースアセテートフタレートもしくは
ポリ酢酸ビニルと混合することによって得ることができる。また、錠剤は、多数の層から
なることもできる。
【００１４】
同様に、施糖衣剤は、錠剤と同様にして得られた芯材を、通常施糖衣剤被覆に使用される
薬剤、例えばポリビニルピロリドンもしくはシェラック（Ｓｃｈｅｌｌａｃｋ）、アラビ
アゴム、タルク、二酸化チタンもしくは糖で被覆することによって調製することができる
。この場合、施糖衣剤の皮膜は、多数の層からなることができ、この場合には、例えば上
記の助剤が使用される。
【００１５】
本発明による作用物質を有する溶液または懸濁液は、味覚の改善のために物質、例えばサ
ッカリン、シクラメートもしくは糖および／または芳香物質、例えばバニラもしくはオレ
ンジエキスが添加されてもよい。更に、前記の溶液または懸濁液は、懸濁助剤、例えばナ
トリウムカルボキシメチルセルロースまたは保存剤、例えばｐ－ヒドロキシ安息香酸と混
合されてもよい。
【００１６】
カプセル剤の調製は、医薬品を担持剤、例えば乳糖またはソルビットと混合することによ
って行なうことができ、次にこの医薬品は、カプセル中に導入される。
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【００１７】
座薬の製造は、有利に作用物質を適当な担持材料、例えば中性脂肪もしくはポリエチレン
グリコールまたはその誘導体と混合することによって行なわれる。
【００１８】
更に、製薬学的調製剤の形は、経皮調製剤形、例えば経皮治療系（ＴＴＳ）またはゲル剤
、噴霧剤もしくは軟膏であるか、或いは鼻腔内剤形、例えば鼻内スプレー剤もしくは点鼻
薬である。
【００１９】
一般式Ｉの本発明による１９－ノルアンドロスタン系列の１４，１５－シクロプロパノス
テロイドは、ホルモン（ゲスターゲン作用および／またはアンドロゲン作用を有する）化
合物である。
【００２０】
即ち、例えばＲ１  およびＲ２  がそれぞれ水素原子を表わし、Ｒ３  がα位のメチルオキ
シメチル基を表わし、Ｒ４  がβ位のヒドロキシ基を表わし、ならびにシクロプロパノ基
がβ位で配置されている一般式Ｉの化合物は、１７β－ヒドロキシ－１７α－メチルオキ
シメチル－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－エン－３－オン（Ｊ　１２２２）で
あり、マウスに対する妊娠保持試験において、経口的避妊のために全世界で使用されたゲ
スターゲンのノルエチステロンアセテートと全く同様の作用を有する。
【００２１】
別の例は、Ｒ１  およびＲ２  がそれぞれ水素原子を表わし、Ｒ３  がα位の水素原子を表
わし、Ｒ４  がβ位のヒドロキシ基を表わし、ならびにシクロプロパノ基がα位で配置さ
れている一般式Ｉの化合物、１７β－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－
４－エン－３－オン（Ｊ　１１２９）、であり、同様の試験において、参照物質のノルエ
チステロンアセテートと比較して約５０倍の強さのゲスターゲン作用を有する。
【００２２】
物質１７β－ヒドロキシ－１７α－メチルオキシメチル－１４β，１５β－メチレンエス
トレ－４－エン－３－オン（Ｊ　１２２２）は、カイウサギ子宮のプロゲステロン受容体
に対して５２±４％で結合する（参照物質 ：プロゲステロン）けれど
も、実際には、ラット前立腺のアンドロゲン受容体に対する親和力は全く存在しない（参
照物質 ：１７β－ヒドロキシ－１７α－メチル－エストラ－４，９，
１１－トリエン－３－オン；Ｒ　１８８１）。
【００２３】
これに対して、１７β－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３
－オン（Ｊ　１１２９）は、アンドロゲン受容体に対して５９±７％の結合を示し、この
ことは、天然に由来する男性の性ホルモンであるテストステロンの結合親和力に相当し、
プロゲステロン受容体に対して４２±５％の結合を示す。
【００２４】
もう１つの例は、Ｒ１  およびＲ２  がそれぞれ水素原子を表わし、Ｒ３  がα位のクロル
メチル基を表わし、Ｒ４  がβ位のヒドロキシ基を表わし、ならびにシクロプロパノ基が
β位で配置されている一般式Ｉの化合物、１７α－クロルメチル－１７β－ヒドロキシ－
１４β，１５β－メチレンエストレ－４－エン－３－オン（コード番号Ｊ　１３６４）で
あり、カイウサギ子宮のプロゲステロン受容体に対して７１０±８０％で結合する（参照
物質 ：プロゲステロン）。
【００２５】
この試験結果は、一般式Ｉの本発明による化合物に、男性および女性における

、男性および女性におけるホルモン置換治療または男性および女性におけるホル
モンに応じた疾病、例えば子宮内膜症、乳癌もしくは性器機能低下症の治療のための幾多
の可能性が開かれることを示している。
【００２６】
一般式Ｉの本発明による化合物は、次の実施例につき詳説されるが、しかし、これに限定
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されるものではない。
【００２７】
実施例１
１７α－エチルチオメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－
４－エン－３－オン
１７（Ｓ）－３－メトキシ－１７－スピロエポキシ－１４β，１５β－メチレンエストラ
－２，５（１０）－ジエン５００ｍｇをＤＭＳＯ　１０ｍｌ中でナトリウムメチルチオラ
ート２７０ｍｇと一緒に４時間８０℃に加熱する。塩化ナトリウム水溶液中に注入し、褐
色の沈殿物を吸引濾過し、中性になるまで洗浄する。ガラス状の磁器からのアセトンと溶
解し、この溶液を真空下で蒸発濃縮する。褐色の油状物が残存し、この油状物を分取層状
クロマトグラフィーによってシリカゲルＰＦ２ ５ ４ ＋ ３ ６ ６ ｎ ｍ  （ＭＥＲＣＫ  ＡＧ）で
流展剤混合物のトルオール／アセトン５０：１を用いて精製する。
【００２８】
１７α－エチルチオメチル－３－メトキシ－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチ
レン－エストラ－２，５（１０）－ジエン２２５ｍｇをジメチルホルムアミド３．０ｍｌ
中で（濃厚な）ＨＣｌ０．３ｍｌと１時間反応させる。ＮａＨＣＯ３  水溶液の添加後に
、中和し、ＣＨ２  Ｃｌ２  で抽出し、有機相を中性になるまで洗浄し、硫酸ナトリウム上
で乾燥し、かつ真空下で蒸発させる。油状物が得られ、この油状物を分取層状クロマトグ
ラフィーによってシリカゲルＰＦ２ ５ ４ ＋ ３ ６ ６ ｎ ｍ  （ＭＥＲＣＫ  ＡＧ）で流展剤混合
物のトルオール／アセトン１０：１を用いて精製する。
【００２９】
エタノールからの再結晶後、１７α－エチルチオメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，
１５β－メチレンエストレ－４－エン－３－オンが得られる。
【００３０】
融点９２～９８℃；１ Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３ ／ＴＭＳ）：  ０．４７（２Ｈ，ｍ，１４  
β，  １５β－ＣＨ２ ），１．０７（３Ｈ，ｓ，Ｈ１ ８ ）；  １．２８（３Ｈ，ｔ，ＳＣＨ

２ ＣＨ３ ），２．５２（２Ｈ，ｑ，１４．７  Ｈｚ，７．５  Ｈｚ，ＳＣＨ２ ），２．６２
および２．７８（２Ｈ，２ｄ，１２．６  Ｈｚ，  １７αＣＨ２ Ｓ－）；  ２．８９（１Ｈ
，ｓ，ＯＨ），５．８１（１Ｈ，ｓ，Ｈ４ ）；  ＴＡＩ後：  ０．５５（２Ｈ，ｍ，１４β
，  １５β－ＣＨ２ ），１．２１（３Ｈ，ｔ，ＳＣＨ２ ＣＨ３ ），１．３４（３Ｈ，ｓ，
Ｈ１ ８ ）；  ２．４６（２Ｈ，ｑ，７．５  Ｈｚ，１４．７  Ｈｚ，ＳＣＨ２ ），２．８２
および３．００（２Ｈ，２ｄ，１３．２  Ｈｚ，  １７αＣＨ２ Ｓ－）；  ５．８１（１Ｈ
，ｓ，Ｈ４ ）；８．２１（ｓ，ＮＨＣＯ）ｐｐｍ  。
【００３１】
実施例２
１７α－クロルメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン
１７（Ｓ）－３－メトキシ－１７－スピロエポキシ－１４β，１５β－メチレンエストラ
－２，５（１０）－ジエン６２５ｍｇをＤＭＳＯ　１０ｍｌ中に溶解し、（濃厚な）ＨＣ
ｌ　１ｍｌを室温で添加する。１．５時間攪拌し、氷水中に注入し、沈殿した沈殿物を吸
引濾過し、中性になるまで洗浄し、かつ空気で乾燥させる。粗製生成物を分取層状クロマ
トグラフィーによってシリカゲルＰＦ２ ５ ４ ＋ ３ ６ ６ ｎ ｍ  （ＭＥＲＣＫ  ＡＧ）で流展剤
混合物のトルオール／アセトン１５：１を用いて精製する。
アセトンからの再結晶後、１７α－クロルメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β
－メチレンエストレ－４－エン－３－オン。
【００３２】
融点１７７～１７９℃；αＤ  ＝＋６７゜（ＣＨＣｌ３ ），１ Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３ ／
ＴＭＳ＋ＴＡＩ）：  ０．４８（２Ｈ，ｍ，  １４β，  １５β－ＣＨ２ ），１．３４（３
Ｈ，ｓ，Ｈ１ ８ ）；  ２．１５（１Ｈ，ｓ，ＯＨ），３．５６および３．６７（２Ｈ，２
ｄ，８．４  Ｈｚ，１７α－ＣＨ２ Ｃｌ）；  ５．７９（１Ｈ，ｓ，Ｈ４ ）ｐｐｍ  。
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【００３３】
実施例３
１７α－アジドメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン
１７（Ｓ）－３－メトキシ－１７－スピロエポキシ－１４β，１５β－メチレンエストラ
－２，５（１０）－ジエン５５０ｍｇをエチレングリコール３５ｍｌ中でナトリウムアジ
ド２．６ｇと一緒に６時間１００℃に加熱する。氷水中に注入し、ＣＨ２  Ｃｌ２  で抽出
し、中性になるまで洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥させ、溶液を真空下に蒸発濃縮させ
る。粗製生成物を分取層状クロマトグラフィーによってシリカゲルＰＦ２ ５ ４ ＋ ３ ６ ６ ｎ

ｍ  （ＭＥＲＣＫ  ＡＧ）で流展剤混合物のトルオール／アセトン５０：１を用いて精製す
る。アセトンからの再結晶後、１７α－アジドメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１
５β－メチレンエストラ－２，５（１０）－３－メチルエーテルを融点１３８～１４３℃
の結晶物として得る。
【００３４】
１７α－アジドメチル－１７β－ヒドロキシ－３－メトキシ－１４β，１５β－メチレン
エストラ－２，５（１０）－ジエン２８５ｍｇをジメチルホルムアミド４ｍｌ中で（濃厚
な）ＨＣｌ　０．４ｍｌと２時間反応させる。ＮａＨＣＯ３  水溶液の添加後に、中和し
、ＣＨ２  Ｃｌ２  で抽出し、有機相を中性になるまで洗浄し、硫酸ナトリウム上で乾燥さ
せ、かつ真空下で蒸発させる。黄色の油状物が得られ、この油状物を分取層状クロマトグ
ラフィーによってシリカゲルＰＦ２ ５ ４ ＋ ３ ６ ６ ｎ ｍ  （ＭＥＲＣＫ  ＡＧ）で流展剤混合
物のトルオール／アセトン２０：１を用いて精製する。
【００３５】
第三ブチルメチルエーテル／ヘキサンからの再結晶後、１７α－アジドメチル－１７β－
ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－エン－３－オンが得られる。
【００３６】
融点１６０～１６３℃；αＤ  ＝＋８４゜（ＣＨＣｌ３ ），１ Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３ ／
ＴＭＳ）：  ０．５４（２Ｈ，ｍ，  １４β，  １５β－ＣＨ２ ），１．２８（３Ｈ，ｓ，
Ｈ１ ８ ）；  ２．０３（１Ｈ，ｓ，ＯＨ），３．３４および３．４６（２Ｈ，２ｄ，１２
．０  Ｈｚ，ＣＨ２ Ｎ３ ）；  ５．８１（ｓ，１Ｈ，Ｈ４ ）ｐｐｍ  。
【００３７】
実施例４
１７β－ヒドロキシ－１７α－（メトキシメチル）－１４β，１５β－メチレンエストレ
－４－エン－３－オン（Ｊ　１２２２）
１７α－（メトキシメチル）－３－メトキシ－１４β，１５β－メチレンエストラ－２，
５（１０）－ジエン－１７β－オール３．４２ｇをＭｅＯＨ　７０ｍｌ中に懸濁させ、（
濃厚な）ＨＣｌ　３．４ｍｌを室温で添加する。２時間攪拌し、水５０ｍｌを添加し、炭
酸水素塩水溶液で中和する。沈殿した沈殿物を吸引濾過し、中性になるまで洗浄し、かつ
空気で乾燥させる。収量：３．１９ｇ粗製生成物。カラムクロマトグラフィーによってシ
リカゲル（０．０６３～０．２ｍｍ　ＭＥＲＣＫ  ＡＧ）でトルオール／アセトン勾配を
用いて精製する。
【００３８】
イソプロパノールからの再結晶後、１７β－ヒドロキシ－１７α－（メトキシメチル）－
１４β，１５β－メチレンエストレ－４－エン－３－オン２．４ｇが得られる。
【００３９】
融点１１３～１１５℃（イソプロパノール）；αＤ  ＝＋４９゜（ＣＨＣｌ３ ），１ Ｈ－
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３ ／ＴＭＳ）：  ０．４７（２Ｈ，ｍ，  １４β，  １５β－ＣＨ２ ），
１．１０（３Ｈ，ｓ，Ｈ１ ８ ）；  ２．７１（１Ｈ，ｓ，ＯＨ），３．１７および３．４
４（２Ｈ，２ｄ，９．０  Ｈｚ，１７α－ＣＨ２ ＯＣＨ３ ）；  ３．３３（１Ｈ，ｓ，ＯＣ
Ｈ３ ），５．８１（１Ｈ，ｓ，Ｈ４ ）ｐｐｍ  。
【００４０】
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実施例５
１７β－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３－オン（Ｊ　１
１２９）
アセトン９５ｍｌ中の１７β－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－５－エ
ン－３－オン２ｇおよび５％の塩酸水溶液５ｍｌからなる溶液を室温で２．５時間攪拌す
る。引続き、順次に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液１０ｍｌおよび水２００ｍｌを添加す
る。この溶液を真空ロータリーエバポレータ中で蒸発濃縮させ、その際に結晶化が開始す
る。結晶物を濾別し、乾燥させ、アセトン中に溶解し、シリカゲルカラム（０．０６３～
０．２ｍｍ，  Ｍｅｒｃｋ  ）上に移す。溶離液としてのシクロヘキサン－エチルアセテー
ト７：３（ｖ：ｖ）を用いてのクロマトグラフィーにより、１７β－ヒドロキシ－１４α
，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３－オンが生じる。
【００４１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４２】
実施例６
１７α－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３－オン　１７α
－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－５－エン－３－オンを実施例５と同
様にアセトン中の塩酸を用いて処理し、生成物をクロマトグラフィー処理し、その際、１
７α－ヒドロキシ－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３－オンを得る。
【００４３】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
【００４４】
実施例７
１７β－ヒドロキシ－１７α－ヒドロキシメチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－
４－エン－３－オン
１７β－ヒドロキシ－１７α－ヒドロキシメチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－
５－エン－３－オンを実施例５と同様にアセトン中の塩酸を用いて処理し、生成物をクロ
マトグラフィー処理し、その際、１７β－ヒドロキシ－１７α－ヒドロキシメチル－１４
α，１５α－メチレンエストレ－４－エン－３－オンを得る。
【００４５】
１ Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３ ／ＴＭＳ＋ＴＡＩ）：  ０．２６（１Ｈ，ｄｄ，６．８  Ｈｚ，
２．０  Ｈｚ，１４α，  １５α－ＣＨ２ ）；  ０．５１（１Ｈ，ｔ，６．８  Ｈｚ，１４α
，  １５α－ＣＨ２ ）；  １．２６（３Ｈ，ｓ，Ｈ１ ８ ）；  ４．５８，４．９３（２Ｈ，
ＡＢ，１２．２  Ｈｚ，ＣＨ２ Ｏ）；  ５．８２（１Ｈ，ｔ，２．２  Ｈｚ，Ｈ４ ）；  ８．
４４（１Ｈ，ｓ，ＮＨ）；  ８．５２（１Ｈ，ｓ，ＮＨ）ｐｐｍ  。
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【００４６】
実施例８
１７α－メトキシ－１７β－メトキシメチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン
１７α－メトキシ－１７β－メトキシメチル－１４α，１５α－メチレンエストレ－５－
エン－３－オンを実施例５と同様にアセトン中の塩酸を用いて処理し、生成物をクロマト
グラフィー処理し、その際、１７α－メトキシ－１７β－メトキシメチル－１４α，１５
α－メチレンエストレ－４－エン－３－オンを得る。
【００４７】
１ Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３ ／ＴＭＳ）：  ０．１８（１Ｈ，ｍ，  １４α，  １５α－ＣＨ

２ ）；  ０．９５４（１Ｈ，ｔ，３．３  Ｈｚ，  １４α，  １５α－ＣＨ２ ）；  １．１１
（３Ｈ，ｓ，Ｈ１ ８ ）；  ３．１５（３Ｈ，ｓ，ＯＣＨ３ ）；  ３．３１（３Ｈ，ｓ，ＯＣ
Ｈ３ ）；  ３．２６，３．５２（２Ｈ，ＡＢ，１１．２  Ｈｚ，ＣＨ２ Ｏ），５．８０（１
Ｈ，ｔ，２  Ｈｚ，Ｈ４ ）ｐｐｍ。
【００４８】
実施例９
１７，２０－イソプロピリデンジオキシ－１４α，１５α－メチレン－１９，２１－ビス
ノル－１７α－プレグネ－４－エン－３－オン
１７，２０－イソプロピリデンジオキシ－１４α，１５α－メチレン－１９，２１－ビス
ノル－１７α－プレグネ－５－エン－３－オンを実施例５と同様にアセトン中の塩酸を用
いて処理し、生成物をクロマトグラフィー処理し、その際、１７，２０－イソプロピリデ
ンジオキシ－１４α，１５α－メチレン－１９，２１－ビスノル－１７α－プレグネ－４
－エン－３－オンを得る。
【００４９】
１ Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３ ／ＴＭＳ）：  －０．２７（１Ｈ，ｍ，１４α，  １５α－ＣＨ

２ ）；  ０．３２（ｔ，１４α，  １５α－ＣＨ２ ）；  １．１４（３Ｈ，ｓ，Ｈ１ ８ ）；  
１．３０（３Ｈ，ｓ，ＯＣＨ３ ）；  １．３７（３Ｈ，ｓ，ＯＣＨ３ ）；  ３．５０，４．
０７（２Ｈ，ＡＢ，８．５  Ｈｚ，ＣＨ２ Ｏ），５．８１（１Ｈ，ｔ，２．２  Ｈｚ，Ｈ４

）ｐｐｍ  。
【００５０】
実施例１０
１７α－ブロムメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン
１７（Ｓ）－スピロエポキシ－１４β，１５β－メチレンエストラ－２，５（１０）－ジ
エン－３－メチルエーテル６６６ｍｇをＤＭＦ１０ｍｌ中に溶解し、（４８％）ＨＢｒ２
．５ｍｌを室温で添加する。４時間攪拌し、氷水中に注入し、沈殿した沈殿物を吸引濾過
し、中性になるまで洗浄し、空気で乾燥させる。粗製生成物を分取層状クロマトグラフィ
ーによってシリカゲルＰＦ２ ５ ４ ＋ ３ ６ ６ ｎ ｍ  （ＭＥＲＣＫ  ＡＧ）で流展剤混合物のト
ルオール／アセトン２０：１を用いて精製する。
【００５１】
アセトンからの２回の再結晶後、１７α－ブロムメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，
１５β－メチレンエストレ－４－エン－３－オン３２４ｍｇを得る。
【００５２】
融点：１４３（分解）℃；αＤ  ＝＋６８゜（ＣＨＣｌ３ ），１ Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３

，ｐｐｍ，ＴＭＳ）：  ０．５０（ｍ，２Ｈ，  １４β，  １５β－ＣＨ２ ），１．１５（
ｓ，３Ｈ，Ｈ－１８）；  ２．２７（ｓ，１Ｈ，ＯＨ），３．５７（ｔ，２Ｈ，Ｉ＝１０
．２  Ｈｚ，  Ｈ－１７α－ＣＨ２ Ｂｒ）；  ５．８１（ｓ，１Ｈ，Ｈ－４）；。
【００５３】
実施例１１
１７β－ヒドロキシ－１７α－ロダノメチル－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
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エン－３－オン
１７（Ｓ）－スピロエポキシ－１４β，１５β－メチレンエストラ－２，５（１０）－ジ
エン－３－メチルエーテル６６６ｍｇをＤＭＦ１０ｍｌ中に溶解し、（４８％）ＨＢｒ２
．５ｍｌを室温で添加する。４時間攪拌し、氷水中に注入し、沈殿した沈殿物を吸引濾過
し、中性になるまで洗浄し、空気で乾燥させる。粗製生成物を分取層状クロマトグラフィ
ーによってシリカゲルＰＦ２ ５ ４ ＋ ３ ６ ６ ｎ ｍ  （ＭＥＲＣＫ  ＡＧ）で流展剤混合物のト
ルオール／アセトン２０：１を用いて精製する。
【００５４】
酢酸エステルおよびＭｅｏＨからの３回の再結晶後、１７β－ヒドロキシ－１７α－ロダ
ノメチル－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－エン－３－オン１８５ｍｇを得る。
【００５５】
融点：１６８～１７３℃（ＭｅＯＨ）；  αＤ  ＝＋８６゜（ＣＨＣｌ３ ），１ Ｈ－ＮＭＲ
（ＣＤＣｌ３ ，ｐｐｍ，ＴＭＳ）：  ０．５３（ｍ，２Ｈ，  １４β，  １５β－ＣＨ２ ）
，１．１１（ｓ，３Ｈ，Ｈ－１８）；  １．９８（ｓ，１Ｈ，ＯＨ），３．２１（ｔ，２
Ｈ，Ｉ＝１０．２  Ｈｚ，  Ｈ－１７α－ＣＨ２ ＳＣＮ）；  ５．８２（ｓ，１Ｈ，Ｈ－４
）。
【００５６】
実施例１２
１７α－シアノメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ－４－
エン－３－オン
１７（Ｓ）－スピロエポキシ－１４β，１５β－メチレンエストラ－２，５（１０）－ジ
エン－３－メチルエーテル６２４ｍｇをエタノール１５ｍｌ中に懸濁させ、シアン化ナト
リウム４９０ｍｇと一緒に室温で完全に変換されるまで攪拌する。引続き、氷水中に注入
し、吸引濾過し、中性になるまで洗浄し、空気で乾燥させる。１７α－シアノメチル－３
－メトキシ－１４β，１５β－メチレンエストラ－２，５（１０）－ジエン－１７β－オ
ールの粗製生成物を分取層状クロマトグラフィーによってシリカゲルＰＦ２ ５ ４ ＋ ３ ６ ６

ｎ ｍ  （ＭＥＲＣＫ  ＡＧ）で流展剤混合物のトルオール／アセトン２０：１を用いて精製
し、ＤＭＦ　１０ｍｌ中に溶解し、ＨＣｌ　０．５ｍｌを添加する。２時間後、氷水中に
注入し、沈殿物を吸引濾過し、かつクロマトグラフィー処理によって精製する。アセトン
からの１７α－シアノメチル－１７β－ヒドロキシ－１４β，１５β－メチレンエストレ
－４－エン－３－オンの再結晶を行なう。
【００５７】
融点：２４４～２５３℃；αＤ  ＝＋６５゜（ＣＨＣｌ３ ），１ Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３

／ＴＭＳ）：  ０．５６（ｍ，２Ｈ，  １４β，  １５β－ＣＨ２ ），１．１７（ｓ，３Ｈ
，Ｈ－１８）；  ２．２８（ｓ，１Ｈ，ＯＨ），２．３－２．５（ｍ，  Ｈ－１７α－ＣＨ

２ ＣＮ）；  ５．８２（ｓ，１Ｈ，Ｈ－４）；。
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