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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式ＶＩＩ：
【化１】

［式中：
　ＧはＮＨであり、ｎは０、ＶはＯであり；
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　ＸはＣＲ９またはＮであり；
　ＷはＣＲ７またはＮであり；
　ＹはＣＲ８、ＣＲ８ａ、またはＮであり；
　Ｚは結合またはＣ（＝Ｏ）であり；
　但し、－Ｗ＝Ｙ－Ｚ－が、－ＣＲ７＝ＣＲ８、－Ｎ＝ＣＲ８－、－ＣＲ７＝ＣＲ８ａ－
Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｎ＝ＣＲ８ａ－Ｃ（＝Ｏ）－、または－ＣＲ７＝Ｎ－Ｃ（＝Ｏ）－であ
ることを条件とし；
　Ｒ１はＣ１－３アルキルであり；
　Ｒ２はハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ１－

６ハロアルコキシ、フェニル、または５～６員ヘテロアリールであり；ここで前記フェニ
ルおよび５～６員ヘテロアリールは、それぞれ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、
Ｃ１－４アルコキシ、およびＣ１－４ハロアルコキシから独立して選択される１個、２個
、３個または４個の置換基により置換されていてもよく；
　Ｒ４はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ５はハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４アルコ
キシ、Ｃ１－４ハロアルコキシ、またはシクロプロピルであり；
　Ｒ６はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ７はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、－ＯＨ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６

アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、ＯＲ
ａ２、ＳＲａ２、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、
ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ
）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｎ
Ｒｅ）Ｒｂ２、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２

、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２

、Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ２、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６

アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、それぞれ、１個、２個、３個ま
たは４個の独立して選択されるＲ１１基により置換されていてもよく；
　Ｒ８ａはＨ、ハロ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキ
ニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、Ｃ（＝Ｏ）
Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ
（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｎ
Ｒｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｓ
（＝Ｏ）２Ｒｂ２、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６アル
キル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、それぞれ、１個、２個、３個または
４個の独立して選択されるＲ１１基により置換されていてもよく；
　Ｒ９はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ１０はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
　各ＲｅはＨ、ＣＮ、ＯＨ、Ｃ１－４アルキル、およびＣ１－４アルコキシから独立して
選択され；
　各Ｃｙ２は、それぞれが１個、２個、３個または４個の独立して選択されるＲ１１基で
置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェ
ニル、５～６員ヘテロアリール、または９～１０員二環式ヘテロアリールから独立して選
択され；
　各Ｒａ２、Ｒｂ２、Ｒｃ２、およびＲｄ２は、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員
ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され
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；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シ
クロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニルおよび５～６員ヘテロアリール
は、１個、２個もしくは３個の独立して選択されるＲ１１基で、それぞれ所望により置換
されるか；
　またはＲｃ2およびＲｄ２は、それらが結合しているＮ原子と一緒になって、－ＯＨも
しくはＣ１－３アルキルで置換されていてもよい、４員、５員、６員もしくは７員ヘテロ
シクロアルキル基を形成し；
　各Ｒ１１はＯＨ、ＮＯ２、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ２－３アルケニル、Ｃ２

－３アルキニル、Ｃ１－３ハロアルキル、シアノ－Ｃ１－３アルキル、ＨＯ－Ｃ１－３ア
ルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ３－７シクロアルキル、Ｃ１－３ア
ルコキシ、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３ア
ルキル）アミノ、チオ、Ｃ１－３アルキルチオ、Ｃ１－３アルキルスルフィニル、Ｃ１－

３アルキルスルホニル、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、ジ（Ｃ１－３アルキ
ル）カルバミル、カルボキシ、Ｃ１－３アルキルカルボニル、Ｃ１－４アルコキシカルボ
ニル、Ｃ１－３アルキルカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルスルホニルアミノ、アミノ
スルホニル、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニル、ジ（Ｃ１－３アルキル）アミノスルホ
ニル、アミノスルホニルアミノ、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニルアミノ、ジ（Ｃ１－

３アルキル）アミノスルホニルアミノ、アミノカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルアミ
ノカルボニルアミノ、およびジ（Ｃ１－３アルキル）アミノカルボニルアミノから独立し
て選択される］
で示される化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
【請求項２】
　式ＶＩＩａ：
【化２】

で示される、請求項１に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
【請求項３】
　式ＶＩＩｂ：
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【化３】

で示される、請求項１または２に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
【請求項４】
　ＧがＮＨであり；
　ｎが０であり；
　ＶがＯであり；
　Ｒ２がＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ４がハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５がハロであり；
　Ｒ６がＨである、
請求項１～３のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
【請求項５】
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（２－オキソ－１，３－オキサゾリ
ジン－５－イル）ベンゾニトリル；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－１，３－
オキサゾリジン－２－オン；および
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝－１，３
－オキサゾリジン－２－オン
から選択される、請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物、または前述のもののいず
れかの薬剤的に許容される塩。
【請求項６】
　式ＶＩＩ：
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【化４】

［式中、星印を付した炭素は、キラル炭素である］
で示される化合物またはその薬剤的に許容される塩であり、前記化合物または塩が（Ｓ）
－エナンチオマーである、請求項１～５のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤
的に許容される塩。
【請求項７】
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝－１，３
－オキサゾリジン－２－オンである請求項１～５のいずれか１項に記載の化合物、または
その薬剤的に許容される塩。
【請求項８】
　（５Ｒ）－｛３－［１－（Ｒ）－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェ
ニル｝－１，３－オキサゾリジン－２－オンである請求項１～５のいずれか１項に記載の
化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
【請求項９】
　（５Ｒ）－｛３－［１－（Ｓ）－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェ
ニル｝－１，３－オキサゾリジン－２－オンである請求項１～５のいずれか１項に記載の
化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
【請求項１０】
　（５Ｓ）－｛３－［１－（Ｒ）－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェ
ニル｝－１，３－オキサゾリジン－２－オンである請求項１～５のいずれか１項に記載の
化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
【請求項１１】
　（５Ｓ）－｛３－［１－（Ｓ）－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェ
ニル｝－１，３－オキサゾリジン－２－オンである請求項１～５のいずれか１項に記載の
化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩、お
よび少なくとも１つの薬剤的に許容される担体を含む、医薬組成物。
【請求項１３】
　ＰＩ３Ｋキナーゼの活性を阻害するための医薬組成物であって、請求項１～１１のいず
れか１項に記載の化合物またはその薬剤的に許容される塩、および薬剤的に許容される担
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体を含む、医薬組成物。
【請求項１４】
　前記ＰＩ３Ｋが、ＰＩ３Ｋα、ＰＩ３Ｋβ、ＰＩ３Ｋγ、およびＰＩ３Ｋδから成る群
から選択される、請求項１３に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　前記ＰＩ３Ｋが変異を含む、請求項１３に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　前記化合物が、ＰＩ３Ｋα、ＰＩ３Ｋβ、およびＰＩ３Ｋγのうちの１つまたは複数よ
りも、ＰＩ３Ｋδに対する選択的阻害剤である、請求項１３～１５のいずれか１項に記載
の医薬組成物。
【請求項１７】
　患者において疾患を治療するための医薬組成物であって、前記疾患がＰＩ３Ｋキナーゼ
の異常な発現または活性に関連し、前記医薬組成物が、請求項１～１１のいずれか１項に
記載の化合物またはその薬剤的に許容される塩、および薬剤的に許容される担体を含む、
医薬組成物。
【請求項１８】
　前記疾患が、変形性関節症、再狭窄、アテローム性動脈硬化症、骨障害、関節炎、糖尿
病性網膜症、良性前立腺肥大、炎症、血管新生、膵炎、腎疾患、炎症性腸疾患、または重
症筋無力症である、請求項１７に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　前記疾患が、シェーグレン症候群である、請求項１７に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　前記疾患が、乾癬である、請求項１７に記載の医薬組成物。
【請求項２１】
　前記疾患が、多発性硬化症である、請求項１７に記載の医薬組成物。
【請求項２２】
　前記化合物のうちの２つ以上を投与する、請求項１７～２１のいずれか１項に記載の医
薬組成物。
【請求項２３】
　前記化合物を、ＰＩ３Ｋキナーゼ以外のキナーゼを阻害するキナーゼ阻害剤との組み合
わせで投与する、請求項２２に記載の医薬組成物。
【請求項２４】
　患者において免疫に基づく疾患を治療するための医薬組成物であって、請求項１～１１
のいずれか１項に記載の化合物またはその薬剤的に許容される塩、および薬剤的に許容さ
れる担体を含む、医薬組成物。
【請求項２５】
　前記免疫に基づく疾患が、関節リウマチまたはそれに関連する炎症である、請求項２４
に記載の医薬組成物。
【請求項２６】
　前記免疫に基づく疾患が、ループスまたはそれに関連する炎症である、請求項２４に記
載の医薬組成物。
【請求項２７】
　前記免疫に基づく疾患が、糸球体腎炎またはそれに関連する炎症である、請求項２４に
記載の医薬組成物。
【請求項２８】
　前記免疫に基づく疾患が、喘息またはそれに関連する炎症である、請求項２４に記載の
医薬組成物。
【請求項２９】
　前記免疫に基づく疾患が、アレルギーまたはそれに関連する炎症である、請求項２４に
記載の医薬組成物。
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【請求項３０】
　患者においてがんを治療するための医薬組成物であって、請求項１～１１のいずれか１
項に記載の化合物またはその薬剤的に許容される塩、および薬剤的に許容される担体を含
む、医薬組成物。
【請求項３１】
　前記がんが、乳がん、前立腺がん、結腸がん、子宮内膜がん、脳がん、膀胱がん、皮膚
がん、子宮がん、卵巣がん、肺がん、膵臓がん、腎臓がん、胃がん、または血液がんであ
る、請求項３０に記載の医薬組成物。
【請求項３２】
　前記血液がんが、急性骨髄芽球性白血病、慢性骨髄性白血病、またはＢ細胞リンパ腫で
ある、請求項３１に記載の医薬組成物。
【請求項３３】
　前記がんが、びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫である、請求項３０に記載の医薬組成物
。
【請求項３４】
　患者において肺疾患を治療するための医薬組成物であって、請求項１～１１のいずれか
１項に記載の化合物またはその薬剤的に許容される塩、および薬剤的に許容される担体を
含む、医薬組成物。
【請求項３５】
　前記肺疾患が、急性肺傷害（ＡＬＩ）または成人呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）である、
請求項３４に記載の医薬組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１１年、９月２日に出願された米国特許仮出願第６１／５３０，８６６
号、２０１２年、２月３日に出願された米国特許仮出願第６１／５９４，８８２号、およ
び２０１２年、７月３０日に出願された米国特許仮出願第６１／６７７，４４５号の利益
を主張し、そのそれぞれが参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
発明の分野
　本発明は、ホスホイノシチド３－キナーゼ（ＰＩ３Ｋ）の活性を調節し、例えば炎症性
障害、免疫に基づく障害、がん、および他の疾患などを含む、ＰＩ３Ｋの活性に関連する
疾患の治療において有用な、ヘテロシクリルアミン誘導体、例えば、ピラゾロピリミジン
を提供する。
【背景技術】
【０００３】
　ホスホイノシチド３－キナーゼ（ＰＩ３Ｋ）は、イノシトール環のＤ３位置でホスホイ
ノシチドをリン酸化する、脂質シグナル伝達キナーゼの大きなファミリーに属する（Cant
ley, Science, 2002, 296(5573):1655-7）。ＰＩ３Ｋは、それらの構造、調節および基質
特異性に従って、３つのクラス（クラスＩ、ＩＩ、およびＩＩＩ）に分類される。ＰＩ３
Ｋα、ＰＩ３Ｋβ、ＰＩ３Ｋγ、およびＰＩ３Ｋδを含むクラスＩ　ＰＩ３Ｋは、ホスフ
ァチジルイノシト－４，５－ビスホスフェート（ＰＩＰ２）のリン酸化を触媒して、ホス
ファチジルイノシト－３，４，５－トリスホスフェート（ＰＩＰ３）を生成する、二重特
異性の脂質およびタンパク質キナーゼのファミリーである。ＰＩＰ３は、増殖、生存、接
着および遊走を含む、いくつかの細胞プロセスを調節するセカンドメッセンジャーとして
機能する。４つのクラスＩ　ＰＩ３Ｋアイソフォームはすべて、触媒サブユニット（ｐ１
１０）、ならびにそれらの発現、活性化、および細胞内局在性を調節する、緊密に結合し
た調節サブユニットからなる、ヘテロ二量体として存在する。ＰＩ３Ｋα、ＰＩ３Ｋβお
よびＰＩ３Ｋδは、ｐ８５として知られる調節サブユニットと結合し、チロシンキナーゼ
依存性の機序を介して、成長因子およびサイトカインにより活性化されるが（Jimenez, e
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t al., J Biol Chem., 2002, 277(44):41556-62）、一方ＰＩ３Ｋγは２つの調節サブユ
ニット（ｐ１０１およびｐ８４）と結合し、その活性化はＧタンパク質共役型受容体の活
性化により駆動される（Brock, et al., J Cell Biol., 2003, 160(1):89-99）。ＰＩ３
ＫαおよびＰＩ３Ｋβは偏在的に発現する。これに対して、ＰＩ３ＫγおよびＰＩ３Ｋδ
は、主に白血球において発現する（Vanhaesebroeck, et al., Trends Biochem Sci., 200
5, 30(4):194-204）。
【０００４】
　ＰＩ３Ｋアイソフォームの差次的な組織分布は、それらの明白に異なる生物学的機能の
要因となる。ＰＩ３ＫαまたはＰＩ３Ｋβのいずれかの遺伝的除去（genetic ablation）
は、胎生致死をもたらし、これはＰＩ３ＫαおよびＰＩ３Ｋβが、少なくとも発達の間に
おいて、不可欠かつ重複しない機能を有することを示す（Vanhaesebroeck, et al., 2005
）。これに対してＰＩ３ＫγおよびＰＩ３Ｋδを欠くマウスは、免疫系の変化を示すもの
の、生存可能で繁殖力があり、かつ正常な寿命を有する。ＰＩ３Ｋγの欠損は、マクロフ
ァージおよび好中球の炎症部位への動因の障害、ならびにＴ細胞活性化の障害を引き起こ
す（Sasaki, et al., Science, 2000, 287(5455):1040-6）。ＰＩ３Ｋδ変異体マウスは
、Ｂ細胞発達の障害および抗原刺激後の抗体応答の減少をもたらす、Ｂ細胞のシグナル伝
達における特異的欠陥を有する（Clayton, et al., J Exp Med. 2002, 196(6):753-63; J
ou, et al., Mol Cell Biol. 2002, 22(24):8580-91; Okkenhaug, et al. , Science, 20
02, 297(5583):1031-4）。
【０００５】
　ＰＩ３ＫγおよびＰＩ３Ｋδ変異体マウスの表現型は、これらの酵素が、炎症および他
の免疫に基づく疾患において役割を担い得ることを示唆し、これは前臨床モデルにおいて
実証されている。ＰＩ３Ｋγ変異体マウスは、関節リウマチ（ＲＡ）および喘息のマウス
モデルにおいて、概ね疾患から保護される（Camps, et al., Nat Med. 2005, 11(9):936-
43; Thomas, et al., Eur J Immunol. 2005, 35(4):1283-91）。さらに、ＰＩ３Ｋγの選
択的阻害剤による野生型マウスの処置は、全身性ループス腎炎（ＳＬＥ）のＭＲＬ－ｌｐ
ｒモデルにおいて、糸球体腎炎を減少させ、生存率を延長すること、ならびにＲＡモデル
において関節の炎症および損傷を抑制することを示した（Barber, et al., Nat Med. 200
5, 11(9):933-5; Camps, et al., 2005)）。同様に、ＰＩ３Ｋδの選択的阻害剤で処置し
たＰＩ３Ｋδ変異体マウスおよび野生型マウスの両方で、喘息のマウスモデルにおいては
アレルギー性気管支炎および応答亢進が減弱し（Ali, et al., Nature. 2004, 431(7011)
:1007-11; Lee, et al., FASEB J. 2006, 20(3):455-65）、およびＲＡモデルにおいては
疾患が減弱することが示されている（Randis, et al., Eur. J. Immunol., 2008, 38(5):
1215-24）。
【０００６】
　炎症性疾患におけるそれらの可能性のある役割に加え、４つのクラスＩ　ＰＩ３Ｋアイ
ソフォームはすべて、がんにおいても役割を担い得る。ｐ１１０αをコードする遺伝子は
、乳がん、前立腺がん、結腸がんおよび子宮内膜がんを含む一般的ながんにおいて、頻繁
に変異している（Samuels, et al., Science, 2004, 304(5670):554; Samuels, et al., 
Curr Opin Oncol. 2006, 18(1):77-82）。これらの変異のうちの８０％は、酵素のヘリカ
ルドメインまたはキナーゼドメインにおける３つのアミノ酸置換のうちの１つを示し、細
胞培養および動物モデルにおいて、キナーゼ活性の有意な上方制御を引き起こして、発癌
性の形質転換をもたらす（Kang, et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 2005, 102(3):802
-7; Bader, et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 2006, 103(5):1475-9）。このような変
異は、他のＰＩ３Ｋアイソフォームにおいて特定されていないが、それらが悪性病変の発
症および進行に寄与し得るという証拠が存在する。急性骨髄芽球性白血病では、ＰＩ３Ｋ
δの一貫した過剰発現が観察され（Sujobert, et al., Blood, 2005, 106(3):1063-6）、
ＰＩ３Ｋδ阻害剤は、白血病細胞の増殖を予防し得る（Billottet, et al., Oncogene. 2
006, 25(50):6648-59）。慢性骨髄性白血病では、ＰＩ３Ｋγの発現増加がみられる（Hic
key, et al., J Biol Chem. 2006, 281(5):2441-50）。ＰＩ３Ｋβ、ＰＩ３ＫγおよびＰ
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Ｉ３Ｋδの発現における変化は、脳がん、結腸がんおよび膀胱がんにおいても観察されて
いる（Benistant, et al., Oncogene, 2000, 19(44):5083-90; Mizoguchi, et al., Brai
n Pathol. 2004, 14(4):372-7; Knobbe, et al., Neuropathol Appl Neurobiol. 2005, 3
1(5):486-90）。さらに、これらのアイソフォームはすべて、細胞培養において、発癌性
であることが示されている（Kang, et al., 2006）。
【０００７】
　このように、ＰＩ３Ｋなどのキナーゼを阻害する、新たなまたは改善された薬剤が、免
疫および炎症性経路の増強または抑制を目的とする、新たなかつより有効な医薬品（例え
ば、臓器移植のための免疫抑制剤など）；ならびに自己免疫疾患（例えば、多発性硬化症
、関節リウマチ、喘息、Ｉ型糖尿病、炎症性腸疾患、クローン病、自己免疫性甲状腺障害
、アルツハイマー病、腎炎）、過活性炎症反応を含む疾患（例えば、湿疹）、アレルギー
、肺疾患、がん（例えば、前立腺がん、乳がん、白血病、多発性骨髄腫）、および他の治
療により生じるいくつかの免疫反応（例えば、皮膚皮疹または接触性皮膚炎または下痢）
の予防および治療のための薬剤；の開発のために、継続して必要とされている。本明細書
に記載される化合物、組成物、および方法は、これらの必要性などに関する。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明は、特に、式Ｉ：
【化１】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩を提供し、式中、変数は下記の通り定義され
る。
【０００９】
　本発明はさらに、本発明の化合物、またはその薬剤的に許容される塩、および少なくと
も１つの薬剤的に許容される担体を含む、組成物を提供する。
【００１０】
　本発明はまた、ＰＩ３Ｋキナーゼの活性を調節する方法であって、前記キナーゼを、本
発明の化合物またはその薬剤的に許容される塩と接触させることを含む、方法を提供する
。
【００１１】
　本発明はさらに、患者において疾患を治療する方法であって、前記疾患がＰＩ３Ｋキナ
ーゼの異常な発現または活性と関連し、前記方法が前記患者に、治療的有効量の本発明の
化合物またはその薬剤的に許容される塩を投与することを含む、方法を提供する。
　本発明はさらに、患者において免疫に基づく疾患を治療する方法であって、前記患者に
、治療的有効量の本発明の化合物またはその薬剤的に許容される塩を投与することを含む
、方法を提供する。
【００１２】
　本発明はまた、患者においてがんを治療する方法であって、前記患者に、治療的有効量
の本発明の化合物またはその薬剤的に許容される塩を投与することを含む、方法を提供す
る。
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　本発明はさらに、患者において肺疾患を治療する方法であって、前記患者に、治療的有
効量の本発明の化合物またはその薬剤的に許容される塩を投与することを含む、方法を提
供する。
【００１３】
　本発明はまた、本明細書に記載される方法のうちのいずれかにおいて使用するための、
本発明の化合物またはその薬剤的に許容される塩を提供する。
　本発明はさらに、本明細書に記載される方法のうちのいずれかにおいて使用する薬剤の
製造のための、化合物またはその薬剤的に許容される塩の使用を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例２６９の化合物の結晶構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
詳細な説明
　本発明は、特に、式Ｉ：
【化２】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩を提供し、式中：
　ＸはＣＲ９またはＮであり；
　ＷはＣＲ７またはＮであり；
　ＹはＣＲ８、ＣＲ８ａ、またはＮであり；
　Ｚは結合またはＣ（＝Ｏ）であり；
　但し、－Ｗ＝Ｙ－Ｚ－が、－ＣＲ７＝ＣＲ８、－Ｎ＝ＣＲ８－、－ＣＲ７＝ＣＲ８ａ－
Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｎ＝ＣＲ８ａ－Ｃ（＝Ｏ）－、または－ＣＲ７＝Ｎ－Ｃ（＝Ｏ）－であ
ることを条件とし；
　Ｒ１はＣ１－３アルキルであり；
　Ｒ２はハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ１－

６ハロアルコキシ、フェニル、または５～６員ヘテロアリールであり；ここで前記フェニ
ルおよび５～６員ヘテロアリールは、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、およびＣ１－４ハロアルコキシから独立して選択される、１、２、３、または
４個の置換基により、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ３はＣｙ、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ、ハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｃ１－６アルキ
ル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＲａ、ＳＲａ

、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄ、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ、ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ、ＯＣ
（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ（＝Ｏ）Ｒｂ、ＮＲｃＣ（＝Ｏ）ＯＲｂ、Ｎ
ＲｃＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄ、Ｃ（＝ＮＲｅ）Ｒｂ、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ
（＝ＮＲｅ）ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＳ（＝Ｏ）２Ｒｂ、ＮＲｃＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃＲｄ、Ｓ
（＝Ｏ）２Ｒｂ、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃＲｄであり；ここで前記Ｃ１－６アルキル、
Ｃ２－６アルケニル、およびＣ２－６アルキニルは、１、２、３、または４個の独立して
選択されるＲ３ａ基により、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ４はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
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ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ５はハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４アルコ
キシ、Ｃ１－４ハロアルコキシ、またはシクロプロピルであり；
　Ｒ６はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ７はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、－ＯＨ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６

アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、ＯＲ
ａ２、ＳＲａ２、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、
ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ
）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｎ
Ｒｅ）Ｒｂ２、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２

、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２

、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６ア
ルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ１１

基により、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ８ａはＨ、ハロ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキ
ニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、Ｃ（＝Ｏ）
Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ
（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｎ
Ｒｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ま
たはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケ
ニル、Ｃ２－６アルキニルは、１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ１１基に
より、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ９はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ１０はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
【００１６】
　各Ｒａ、Ｒｂ、Ｒｃ、およびＲｄは、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、
Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、およびＣｙから独立して選択され；ここで前
記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、およびＣ２－６アルキニルは、１、２、もし
くは３個の独立して選択されるＲ３ｂ基で、それぞれ所望により置換されるか；
　またはＲｃおよびＲｄは、それらが結合するＮ原子と一緒になって、－ＯＨもしくはＣ

１－３アルキルで所望により置換される、４、５、６、もしくは７員ヘテロシクロアルキ
ル基を形成し；
　各ＲｅはＨ、ＣＮ、ＯＨ、Ｃ１－４アルキル、およびＣ１－４アルコキシから独立して
選択され；
　各Ｃｙは、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で所望に
より置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～１０員ヘテロシクロアルキル、フェニル
、ナフチル、および５～１０員ヘテロアリールから独立して選択され；
　各Ｒ３ａはハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６ア
ルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＲａ１、ＳＲａ１、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ（＝Ｏ）
ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ１、ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ

１、ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ１、ＮＲｃ

１Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝ＮＲｅ）Ｒｂ１、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、
ＮＲｃ１Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ
）２ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独立
して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル
は、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１基で、それぞれ所望により置換され
；
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　各Ｒ３ｂは、Ｃｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｃ１

－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＲ
ａ１、ＳＲａ１、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ１、
ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ
）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝Ｎ
Ｒｅ）Ｒｂ１、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１

、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１

、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキ
ル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、１、２、または３個の独立して選択さ
れるＲ１１基で、それぞれ所望により置換され；
　各Ｃｙ１は、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ１１基で所望
により置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル
、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員
ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され
；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シ
クロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニルおよび５～６員ヘテロアリール
は、１、２、もしくは３個の独立して選択されるＲ１１基で、それぞれ所望により置換さ
れるか；
　またはＲｃ１およびＲｄ１は、それらが結合しているＮ原子と一緒になって、－ＯＨも
しくはＣ１－３アルキルで所望により置換される、４、５、６、もしくは７員ヘテロシク
ロアルキル基を形成し；
　各Ｃｙ２は、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ１１基で所望
により置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル
、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され；
　各Ｒａ２、Ｒｂ２、Ｒｃ２、およびＲｄ２は、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員
ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され
；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シ
クロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニルおよび５～６員ヘテロアリール
は、１、２、もしくは３個の独立して選択されるＲ１１基で、それぞれ所望により置換さ
れるか；
　またはＲｃおよびＲｄ２は、それらが結合しているＮ原子と一緒になって、－ＯＨもし
くはＣ１－３アルキルで所望により置換される、４、５、６、もしくは７員ヘテロシクロ
アルキル基を形成し；ならびに
　各Ｒ１１は、ＯＨ、ＮＯ２、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ２－３アルケニル、Ｃ

２－３アルキニル、Ｃ１－３ハロアルキル、シアノ－Ｃ１－３アルキル、ＨＯ－Ｃ１－３

アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ３－７シクロアルキル、Ｃ１－３

アルコキシ、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３

アルキル）アミノ、チオ、Ｃ１－３アルキルチオ、Ｃ１－３アルキルスルフィニル、Ｃ１

－３アルキルスルホニル、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、ジ（Ｃ１－３アル
キル）カルバミル、カルボキシ、Ｃ１－３アルキルカルボニル、Ｃ１－３アルコキシカル
ボニル、Ｃ１－３アルキルカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルスルホニルアミノ、アミ
ノスルホニル、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニル、ジ（Ｃ１－３アルキル）アミノスル
ホニル、アミノスルホニルアミノ、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニルアミノ、ジ（Ｃ１

－３アルキル）アミノスルホニルアミノ、アミノカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルア
ミノカルボニルアミノ、およびジ（Ｃ１－３アルキル）アミノカルボニルアミノから独立
して選択される。
【００１７】
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　本発明はまた、式I：
【化３】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩を提供し、式中：
　ＸはＣＲ９またはＮであり；
　ＷはＣＲ７またはＮであり；
　ＹはＣＲ８、ＣＲ８ａ、またはＮであり；
　Ｚは結合またはＣ（＝Ｏ）であり；
　但し、－Ｗ＝Ｙ－Ｚ－が、－ＣＲ７＝ＣＲ８、－Ｎ＝ＣＲ８－、－ＣＲ７＝ＣＲ８ａ－
Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｎ＝ＣＲ８ａ－Ｃ（＝Ｏ）－、または－ＣＲ７＝Ｎ－Ｃ（＝Ｏ）－であ
ることを条件とし；
　Ｒ１はＣ１－３アルキルであり；
　Ｒ２はハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ１－

６ハロアルコキシ、フェニル、または５～６員ヘテロアリールであり；ここで前記フェニ
ルおよび５～６員ヘテロアリールは、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、およびＣ１－４ハロアルコキシから独立して選択される、１、２、３、または
４個の置換基により、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ３はＣｙ、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ、ハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｃ１－６アルキ
ル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＲａ、ＳＲａ

、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄ、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ、ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ、ＯＣ
（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ（＝Ｏ）Ｒｂ、ＮＲｃＣ（＝Ｏ）ＯＲｂ、Ｎ
ＲｃＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄ、Ｃ（＝ＮＲｅ）Ｒｂ、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ
（＝ＮＲｅ）ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＳ（＝Ｏ）２Ｒｂ、ＮＲｃＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃＲｄ、Ｓ
（＝Ｏ）２Ｒｂ、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃＲｄであり；ここで前記Ｃ１－６アルキル、
Ｃ２－６アルケニル、およびＣ２－６アルキニルは、１、２、３、または４個の独立して
選択されるＲ３ａ基により、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ４はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ５はハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４アルコ
キシ、Ｃ１－４ハロアルコキシ、またはシクロプロピルであり；
　Ｒ６はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ７はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
【００１８】
　Ｒ８はＨ、ハロ、－ＯＨ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６

アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、ＯＲ
ａ２、ＳＲａ２、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、
ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ
）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｎ
Ｒｅ）Ｒｂ２、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２

、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２
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、Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ２、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６

アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、１、２、３、または４個の独立
して選択されるＲ１１基により、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ８ａはＨ、ハロ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキ
ニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、Ｃ（＝Ｏ）
Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ
（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｎ
Ｒｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｓ
（＝Ｏ）２Ｒｂ２、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６アル
キル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、１、２、３、または４個の独立して
選択されるＲ１１基により、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ９はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ１０はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
　各Ｒａ、Ｒｂ、Ｒｃ、およびＲｄは、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、
Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、およびＣｙから独立して選択され；ここで前
記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、およびＣ２－６アルキニルは、１、２、もし
くは３個の独立して選択されるＲ３ｂ基で、それぞれ所望により置換されるか；
　またはＲｃおよびＲｄは、それらが結合するＮ原子と一緒になって、－ＯＨもしくはＣ

１－３アルキルで所望により置換される、４、５、６、もしくは７員ヘテロシクロアルキ
ル基を形成し；
　各ＲｅはＨ、ＣＮ、ＯＨ、Ｃ１－４アルキル、およびＣ１－４アルコキシから独立して
選択され；
　各Ｃｙは、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で所望に
より置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～１０員ヘテロシクロアルキル、フェニル
、ナフチル、および５～１０員ヘテロアリールから独立して選択され；
【００１９】
　各Ｒ３ａはハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６ア
ルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＲａ１、ＳＲａ１、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ（＝Ｏ）
ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ１、ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ

１、ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ１、ＮＲｃ

１Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝ＮＲｅ）Ｒｂ１、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、
ＮＲｃ１Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ
）２ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独立
して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル
は、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１基で、それぞれ所望により置換され
；
　各Ｒ３ｂは、Ｃｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｃ１

－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＲ
ａ１、ＳＲａ１、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ１、
ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ
）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝Ｎ
Ｒｅ）Ｒｂ１、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１

、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１

、Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独立して選択され；ここ
で前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、１、２、または
３個の独立して選択されるＲ１１基で、それぞれ所望により置換され；
　各Ｃｙ１は、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ１１基で所望
により置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル
、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され；
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　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員
ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され
；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シ
クロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニルおよび５～６員ヘテロアリール
は、１、２、もしくは３個の独立して選択されるＲ１１基で、それぞれ所望により置換さ
れるか；
　またはＲｃ１およびＲｄ１は、それらが結合しているＮ原子と一緒になって、－ＯＨも
しくはＣ１－３アルキルで所望により置換される、４、５、６、もしくは７員ヘテロシク
ロアルキル基を形成し；
　各Ｃｙ２は、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ１１基で所望
により置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル
、５～６員ヘテロアリール、または９～１０員二環式ヘテロアリールから独立して選択さ
れ；
　各Ｒａ２、Ｒｂ２、Ｒｃ２、およびＲｄ２は、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員
ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され
；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シ
クロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニルおよび５～６員ヘテロアリール
は、１、２、もしくは３個の独立して選択されるＲ１１基で、それぞれ所望により置換さ
れるか；
　またはＲｃおよびＲｄ２は、それらが結合しているＮ原子と一緒になって、－ＯＨもし
くはＣ１－３アルキルで所望により置換される、４、５、６、もしくは７員ヘテロシクロ
アルキル基を形成し；ならびに
　各Ｒ１１は、ＯＨ、ＮＯ２、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ２－３アルケニル、Ｃ

２－３アルキニル、Ｃ１－３ハロアルキル、シアノ－Ｃ１－３アルキル、ＨＯ－Ｃ１－３

アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ３－７シクロアルキル、Ｃ１－３

アルコキシ、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３

アルキル）アミノ、チオ、Ｃ１－３アルキルチオ、Ｃ１－３アルキルスルフィニル、Ｃ１

－３アルキルスルホニル、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、ジ（Ｃ１－３アル
キル）カルバミル、カルボキシ、Ｃ１－３アルキルカルボニル、Ｃ１－４アルコキシカル
ボニル、Ｃ１－３アルキルカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルスルホニルアミノ、アミ
ノスルホニル、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニル、ジ（Ｃ１－３アルキル）アミノスル
ホニル、アミノスルホニルアミノ、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニルアミノ、ジ（Ｃ１

－３アルキル）アミノスルホニルアミノ、アミノカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルア
ミノカルボニルアミノ、およびジ（Ｃ１－３アルキル）アミノカルボニルアミノから独立
して選択される。
【００２０】
　前述の実施形態のどちらかの一実施形態において、Ｃｙは：
【化４】

ではなく、式中：
　ＧはＮＨ、ｎは１、およびＶはＯであるか；または
　ＧはＮＨ、ｎは０、およびＶはＯもしくはＣＨ２であるか；または
　ＧはＯ、ｎは０、およびＶはＮＨである。
【００２１】
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　前述の実施形態のうちの一実施形態において、Ｒ３は：
【化５】

である。
【００２２】
　前述の実施形態のうちの一実施形態において、Ｒ３はＣｙであり、ここで各Ｃｙは、そ
れぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で所望により置換される
、アゼチジン環、ピラゾール環、ピリジン環、ピリミジン環、およびフェニル環から独立
して選択される。
【００２３】
　いくつかの実施形態において：
【化６】

部分は：
【化７】

である。
【００２４】
　いくつかの実施形態において：

【化８】

部分は、

【化９】

である。
【００２５】
　いくつかの実施形態において：
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【化１０】

部分は

【化１１】

である。
【００２６】
　いくつかの実施形態において：

【化１２】

部分は
【化１３】

である。
【００２７】
　いくつかの実施形態において：
【化１４】

部分は
【化１５】

である。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、Ｒ１はメチルである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、または
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フェニルであり；ここで前記フェニルは、ハロから独立して選択される１、２、３、また
は４個の置換基により、所望により置換される。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、各Ｒａ、Ｒｂ、ＲｃおよびＲｄは、Ｈ、Ｃ１－６アルキ
ル、およびＣ１－６ハロアルキルから独立して選択される。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで
各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６アルキルから独立して選択される。
　いくつかの実施形態において、Ｒ３はＣｙである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ３はＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各Ｒｃおよ
びＲｄは、Ｃ１－６アルキルから独立して選択される。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、各Ｃｙは、それぞれが１、２、３、または４個の独立し
て選択されるＲ３ｂ基で所望により置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテ
ロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択される。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、各Ｃｙは、それぞれが１、２、３、または４個の独立し
て選択されるＲ３ｂ基で所望により置換される、アゼチジン環、ピラゾール環、ピリジン
環、ピリミジン環、およびフェニル環から独立して選択される。
【００３３】
　いくつかの実施形態において：
　各Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ
、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、
Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から
独立して選択される１または２個のＲ３ｂで所望により置換される、Ｃ３－７シクロアル
キル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独
立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個の独立して選択さ
れるＲ１１基で所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨまたはＣ１－３アルコキシである。
【００３４】
　いくつかの実施形態において：
　各Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ
、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、
Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から
選択される１個のＲ３ｂで所望により置換される、アゼチジン環、ピラゾール環、ピリジ
ン環、ピリミジン環、フェニル環から独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは
、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨまたはＣ１－３アルコキシである。
【００３５】
　いくつかの実施形態において：
　各Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ
、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、
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Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から
独立して選択される１または２個のＲ３ｂで所望により置換される、Ｃ３－７シクロアル
キル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独
立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個の独立して選択さ
れるＲ１１基で所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００３６】
　いくつかの実施形態において：
　各Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ
、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、
Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から
選択される１個のＲ３ｂで所望により置換される、アゼチジン環、ピラゾール環、ピリジ
ン環、ピリミジン環、フェニル環から独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは
、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ４はＦ、Ｃｌ、ＣＮ、またはメチルである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ４はＦである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ４はＣｌである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ４はＣＮである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ４はメチルである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ５はハロまたはＣＮである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ５はＣｌである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ６はＨである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ７はＨである。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ
２であり；ここでＣｙ２は、それぞれが１または２個の独立して選択されるＲ１１基で所
望により置換される、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニル、５～６員ヘテロアリール、お
よび４～７員ヘテロシクロアルキルから選択される。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ
２であり；ここでＣｙ２は、それぞれが、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－
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３ハロアルキル、ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ

１－３アルコキシ、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ

１－３アルキル）アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、およびジ（Ｃ１－

３アルキル）カルバミルから選択される１個のＲ１１で所望により置換される、Ｃ３－６

シクロアルキル、フェニル、５～６員ヘテロアリール、または４～７員ヘテロシクロアル
キルから選択される。
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、メチル、またはＣｙ２であり；
ここでＣｙ２は、それぞれが、ＯＨ、ＣＮ、フルオロ、メチル、２－ヒドロキシエチル、
ジメチルカルバミル、アミノ、メチルカルバミル、およびジメチルカルバミルから選択さ
れる１個のＲ１１で所望により置換される、シクロプロピル、フェニル、ピラゾール環、
ピリジン環、またはピリミジン環から選択される。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はＨ、メチル、Ｆ、Ｃｌ、またはＩである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はメチルである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はＨである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はＦである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はＣｌである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はＩである。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アル
キル、Ｃ１－３ハロアルキル、ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３

アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルア
ミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、また
はジ（Ｃ１－３アルキル）カルバミルである。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、Ｒ８ａはＨ、ハロ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－

６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、またはＣｙ２である。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、Ｒ８ａはＨまたはハロである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ８ａはＨである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ９はＨである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ１０はＨである。
【００４４】
　いくつかの実施形態において：
【化１６】

部分は：
【化１７】

であり；
　Ｒ１はメチルであり；
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　Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１、２、３、または４個の置換基で所望により置
換され；
　Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６

アルキルから独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で所望によ
り置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、お
よび５～６員ヘテロアリールから選択され；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、およびＲ１０はそれぞれＨであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１または２個の独立して選択されるＲ１１基により所望により置換される、Ｃ３

－６シクロアルキル、フェニル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロ
アルキルから選択され；
　Ｒ８ａはＨまたはハロであり；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００４５】
　いくつかの実施形態において：
【化１８】

部分は：
【化１９】

であり；
　Ｒ１はメチルであり；
　Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１、２、３、または４個の置換基で所望により置
換され；
　Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６

アルキルから独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１または２個のＲ３ｂで所望により置換される、Ｃ３－７シクロアルキ
ル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選択
され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１
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基で、所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、およびＲ１０はそれぞれＨであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１個のＲ１１基により所望により置換される、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニ
ル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロアルキルから選択され；
　Ｒ８ａはＨまたはハロであり；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００４６】
　いくつかの実施形態において：
【化２０】

部分は：
【化２１】

であり；
　Ｒ１はメチルであり；
　Ｒ２はＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ３はＣｙであり；
　Ｃｙは、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で所望によ
り置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、お
よび５～６員ヘテロアリールから選択され；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、およびＲ１０はそれぞれＨであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１または２個の独立して選択されるＲ１１基により所望により置換される、Ｃ３

－６シクロアルキル、フェニル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロ
アルキルから選択され；
　Ｒ８ａはＨまたはハロであり；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
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、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００４７】
　いくつかの実施形態において： 
【化２２】

部分は：
【化２３】

であり；
　Ｒ１はメチルであり；
　Ｒ２はフェニルであり；ここで前記フェニルは、ハロから独立して選択される１、２、
３、または４個の置換基により所望により置換され；
　Ｒ３はＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６アルキルか
ら独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で所望によ
り置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、お
よび５～６員ヘテロアリールから選択され；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、およびＲ１０はそれぞれＨであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１または２個の独立して選択されるＲ１１基により所望により置換される、Ｃ３

－６シクロアルキル、フェニル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロ
アルキルから選択され；
　Ｒ８ａはＨまたはハロであり；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００４８】
　いくつかの実施形態において：

【化２４】

部分は：
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であり；
　Ｒ１はメチルであり；
　Ｒ２はＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ３はＣｙであり；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１または２個のＲ３ｂで所望により置換される、Ｃ３－７シクロアルキ
ル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選択
され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１

基で、所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、およびＲ１０はそれぞれＨであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１個のＲ１１基により所望により置換される、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニ
ル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロアルキルから選択され；
　Ｒ８ａはＨまたはハロであり；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００４９】
　いくつかの実施形態において：
【化２６】

部分は：
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【化２７】

であり；
　Ｒ１はメチルであり；
　Ｒ２はフェニルであり；ここで前記フェニルは、ハロから独立して選択される１、２、
３、または４個の置換基により所望により置換され；
　Ｒ３はＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６アルキルか
ら独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１または２個のＲ３ｂで所望により置換される、Ｃ３－７シクロアルキ
ル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選択
され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１

基で、所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、およびＲ１０はそれぞれＨであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１個のＲ１１基により所望により置換される、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニ
ル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロアルキルから選択され；
　Ｒ８ａはＨまたはハロであり；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＩ：
【化２８】
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【００５１】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＩＩ：
【化２９】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩である。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＶ：
【化３０】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩である。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式Ｖ：
【化３１】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩である。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＶＩａ：
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【化３２】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩である。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＶＩｂ：
【化３３】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩である。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＶＩａ：
【化３４】
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の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はメトキシまたはエトキシであり；
　Ｒ３ｂは、Ｆ、ＯＨ、およびＣ１－３アルコキシ基から独立して選択される１または２
個の基により所望により置換される、Ｃ１－６アルキルであり；
　Ｒ４はＦ、ＣＮ、メチルまたはエチルであり；ならびに
　Ｒ５はＦ、Ｃｌ、メチルまたはエチルである。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＶＩｂ：
【化３５】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はメトキシまたはエトキシであり；
　Ｒ３ｂはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１であり；
　Ｒ４はＦ、ＣＮ、メチルまたはエチルであり；ならびに
　Ｒ５はＦ、Ｃｌ、メチルまたはエチルである。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＩａ：
【化３６】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１、２、３、または４個の置換基で所望により置
換され；
　Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６

アルキルから独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
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（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１または２個のＲ３ｂで所望により置換される、Ｃ３－７シクロアルキ
ル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選択
され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１

基で、所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１個のＲ１１基により所望により置換される、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニ
ル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロアルキルから選択され；なら
びに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００５９】
　いくつかの実施形態において、化合物は、ＩＩＩａ：
【化３７】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１、２、３、または４個の置換基で所望により置
換され；
　Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６

アルキルから独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１または２個のＲ３ｂで所望により置換される、Ｃ３－７シクロアルキ
ル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選択
され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１

基で、所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；
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　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＶａ：
【化３８】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１、２、３、または４個の置換基で所望により置
換され；
　Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６

アルキルから独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１または２個のＲ３ｂで所望により置換される、Ｃ３－７シクロアルキ
ル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選択
され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１

基で、所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；ならびに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式Ｖａ：



(31) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

【化３９】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１、２、３、または４個の置換基で所望により置
換され；
　Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６

アルキルから独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１または２個のＲ３ｂで所望により置換される、Ｃ３－７シクロアルキ
ル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選択
され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個の独立して選択されるＲ１１

基で、所望により置換され；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１、２、または３個
の独立して選択されるＲ１１基で所望により置換され；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１個のＲ１１基により所望により置換される、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニ
ル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロアルキルから選択され；なら
びに
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである。
【００６２】
　式ＩＩａ、ＩＩＩａ、ＩｖａまたはＶａについての上述の実施形態において、Ｒ２はＣ

１－３アルコキシであり；およびＲ３はＣｙである。
【００６３】
　式ＩＩａ、ＩＩＩａ、ＩｖａまたはＶａに関する上述の実施形態において、Ｒ２は、ハ
ロから独立して選択される１、２、３、または４個の置換基により所望により置換される
フェニルであり；およびＲ３は、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり、ここで各ＲｃおよびＲｄ

は、Ｃ１－６アルキルから独立して選択される。
【００６４】
　前述の実施形態のうちのいずれかにおいて、Ｒ２またはＲ３は、少なくとも１つの環状
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部分を含む。
【００６５】
　いくつかの実施形態において、化合物は以下から選択される：
　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル）－２－メト
キシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリ
ミジン－４－アミン；
　１－｛１－［３－（１－アセチルアゼチジン－３－イル）－５－クロロ－２－メトキシ
－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－プロピオニルアゼチ
ジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリ
ミジン－４－アミン；
　１－（１－｛５－クロロ－３－［１－（シクロプロピルメチル）アゼチジン－３－イル
］－２－メトキシ－４－メチルフェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－メチルアゼチジン－
３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－エチルアゼチジン－３－イル）－２－メトキシ－
４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソブチルアゼチジン－３－イル）－２－メトキ
シ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－４－アミン；
　１－｛１－［３－（１－ｓｅｃ－ブチルアゼチジン－３－イル）－５－クロロ－２－メ
トキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン；
　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－３－［１－（２－メトキシエチル）アゼチジ
ン－３－イル］－４－メチルフェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－メチ
ルアゼチジン－１－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－７－イル）
エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジ
ン－２－カルボキサミド；
　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イ
ル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
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ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ－メチ
ルピコリンアミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）ピリジン－２－カルボキサミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　２－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－１
Ｈ－ピラゾール－１－イル）エタノール；
【００６６】
　３’－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
１－イル）エチル］－５’－クロロ－３－フルオロ－２’－メトキシ－Ｎ，Ｎ，６’－ト
リメチルビフェニル－４－カルボキサミド；
　３’－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
１－イル）エチル］－５’－クロロ－３－フルオロ－２’－メトキシ－Ｎ，６’－ジメチ
ルビフェニル－４－カルボキサミド；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）ピコリンアミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５
Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－アミノ－８－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－［５－（メチ
ルスルホニル）ピリジン－３－イル］フェニル｝エチル）ピリド［２，３－ｄ］ピリミジ
ン－５（８Ｈ）－オン；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５
Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ニコチノニト
リル；
　４－アミノ－８－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ピリジン－３
－イルフェニル）エチル］ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オン；
　４－アミノ－８－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ピリミジン－
５－イルフェニル）エチル］ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オン；
　３’－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）
－イル）エチル］－５’－クロロ－２’－メトキシ－Ｎ，Ｎ，６’－トリメチルビフェニ
ル－３－カルボキサミド；
　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－３－（５－フルオロピリジン－３－イル）－２
－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ
）－オン；
　３’－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）
－イル）エチル］－５’－クロロ－２’－メトキシ－Ｎ，Ｎ，６’－トリメチルビフェニ
ル－３－スルホンアミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５
Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－メチル
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ピリジン－２－カルボキサミド；
　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル
）－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５
（８Ｈ）－オン；
　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５
（８Ｈ）－オン；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５
Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　６－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－４－クロロ－Ｎ－エチル－３’，５’－ジフルオロ－３－メチルビフ
ェニル－２－カルボキサミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル
）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリ
ジン－２－カルボキサミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル
）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２－ヒドロキシ
エチル）ピリジン－２－カルボキサミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－シアノ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド；
【００６７】
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［４，３－ｃ］ピリジン
－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン
－７－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［５－（メチルスルホニル）ピリジ
ン－３－イル］ベンゾニトリル；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル）－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピコリンアミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５
Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－（１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－
イル）エチル）－６－クロロ－３－エトキシ－２－（５－（メチルスルホニル）ピリジン
－３－イル）ベンゾニトリル；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（３－フルオロフェニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフ
ェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メ
チルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エト
キシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
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　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エト
キシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メ
チルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［１－（２－ヒドロキシエチル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－４－イル］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝エチル）－５
－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カル
ボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－シクロプロピル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－
Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－シアノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（４－フルオロフェニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフ
ェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛４－アミノ－１－［１－（５－クロロ－３－｛６－［（ジメチルアミノ）カルボ
ニル］ピリジン－３－イル｝－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－３－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボ
キサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（５－シアノピリジン－３－イル）－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－
メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（２－アミノピリミジン－５－イル）－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６
－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－｛６－［（メチルアミノ）カルボニル］ピリジン
－３－イル｝－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－ク
ロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキ
サミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ピリジン－３－イル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－｛５－［（ジメチルアミノ）カルボニル］ピリジ
ン－３－イル｝－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－
クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボ
キサミド；
　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－オキセタン－３－イ
ルアゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－［１－（テトラヒドロ－２
Ｈ－ピラン－４－イル）アゼチジン－３－イル］フェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
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ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルニコチンアミド；および
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　または前述のもののいずれかの薬剤的に許容される塩。
【００６８】
　いくつかの実施形態において、化合物は以下から選択される：
　４－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（２－ヒドロキシプロピル）アゼチジン－３
－イル）－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－（（Ｓ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（（Ｓ）－２－ヒドロキシプロピル
）アゼチジン－３－イル）－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－（（Ｒ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（（Ｓ）－２－ヒドロキシプロピル
）アゼチジン－３－イル）－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－（（Ｓ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（（Ｒ）－２－ヒドロキシプロピル
）アゼチジン－３－イル）－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－（（Ｒ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（（Ｒ）－２－ヒドロキシプロピル
）アゼチジン－３－イル）－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（２－ヒドロキシエチル）アゼチジン－３－
イル）－３－メトキシベンゾニトリル；
　（Ｓ）－４－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（２－ヒドロキシエチル）アゼチジ
ン－３－イル）－３－メトキシベンゾニトリル；および
　（Ｒ）－４－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（２－ヒドロキシエチル）アゼチジ
ン－３－イル）－３－メトキシベンゾニトリル；
　または前述のもののいずれかの薬剤的に許容される塩。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、式Ｉ：
【化４０】

の星印の炭素は、キラル炭素であり、前記化合物または前記塩は（Ｓ）－エナンチオマー
である。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＩａ：
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　の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はメトキシ、エトキシ、－ＯＣＨＦ２、メチル、－Ｆ、または－ＣＨＦ２であり；
　Ｒ４はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮであり；および
　Ｒ５はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮである。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＩａ：

【化４２】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はメトキシ、エトキシ、－ＯＣＨＦ２、メチル、－Ｆ、または－ＣＨＦ２であり；
　Ｒ４はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮであり；
　Ｒ５はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮであり；および
　Ｒ８は、Ｈ、ハロ、ＣＮ、メチル、またはＣｙ２であり；ここで前記Ｃｙ２は、それぞ
れが、ＯＨ、ＣＮ、フルオロ、メチル、２－ヒドロキシエチル、ジメチルカルバミル、ア
ミノ、メチルカルバミル、およびジメチルカルバミルから選択される１個のＲ１１により
所望により置換される、シクロプロピル、フェニル、ピラゾール環、ピリジン環、または
ピリミジン環から選択される。
【００７２】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＩｂ：
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【化４３】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はメトキシ、エトキシ、－ＯＣＨＦ２、メチル、－Ｆ、または－ＣＨＦ２であり；
　Ｒ４はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮであり；および
　Ｒ５はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮである。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＩＩａ：

【化４４】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はメトキシ、エトキシ、－ＯＣＨＦ２、メチル、－Ｆ、または－ＣＨＦ２であり；
　Ｒ４はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮであり；および
　Ｒ５はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮである。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＶａ：
【化４５】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はメトキシ、エトキシ、－ＯＣＨＦ２、メチル、－Ｆ、または－ＣＨＦ２であり；
　Ｒ４はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮであり；および
　Ｒ５はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮである。
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　いくつかの実施形態において、化合物は、式Ｖａ：
【化４６】

またはその薬剤的に許容される塩であり、式中：
　Ｒ２はメトキシ、エトキシ、－ＯＣＨＦ２、メチル、－Ｆ、または－ＣＨＦ２であり；
　Ｒ４はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮであり；および
　Ｒ５はメチル、Ｃｌ、Ｆ、またはＣＮである。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＶＩＩＩ：
【化４７】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩である。
【００７７】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＩＸ：
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【化４８】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩である。
【００７８】
　明確にするために、別個の実施形態との関連において記載される、本発明のある特定の
特徴は、単一の実施形態での組み合わせにおいても提供され得ることが、さらに理解され
る。
【００７９】
　本出願はさらに、式ＶＩＩ：
【化４９】

の化合物、またはその薬剤的に許容される塩を提供し、式中：
　ＧはＮＨ、ｎは１、およびＶはＯであるか；または
　ＧはＮＨ、ｎは０、およびＶはＯもしくはＣＨ２であるか；または
　ＧはＯ、ｎは０、およびＶはＮＨであり；
　ＸはＣＲ９またはＮであり；
　ＷはＣＲ７またはＮであり；
　ＹはＣＲ８、ＣＲ８ａ、またはＮであり；
　Ｚは結合またはＣ（＝Ｏ）であり；
　但し、－Ｗ＝Ｙ－Ｚ－が、－ＣＲ７＝ＣＲ８、－Ｎ＝ＣＲ８－、－ＣＲ７＝ＣＲ８ａ－
Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｎ＝ＣＲ８ａ－Ｃ（＝Ｏ）－、または－ＣＲ７＝Ｎ－Ｃ（＝Ｏ）－であ
ることを条件とし；
　Ｒ１はＣ１－３アルキルであり；
　Ｒ２はハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ１－

６ハロアルコキシ、フェニル、または５～６員ヘテロアリールであり；ここで前記フェニ
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ルおよび５～６員ヘテロアリールは、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、およびＣ１－４ハロアルコキシから独立して選択される、１、２、３、または
４個の置換基により、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ４はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ５はハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４アルコ
キシ、Ｃ１－４ハロアルコキシ、またはシクロプロピルであり；
　Ｒ６はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ７はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
【００８０】
　Ｒ８はＨ、ハロ、－ＯＨ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６

アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、ＯＲ
ａ２、ＳＲａ２、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、
ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ
）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｎ
Ｒｅ）Ｒｂ２、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２

、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２

、Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ２、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６

アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、１、２、３、または４個の独立
して選択されるＲ１１基により、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ８ａはＨ、ハロ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキ
ニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、Ｃ（＝Ｏ）
Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ
（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｎ
Ｒｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｓ
（＝Ｏ）２Ｒｂ２、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６アル
キル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、１、２、３、または４個の独立して
選択されるＲ１１基により、それぞれ所望により置換され；
　Ｒ９はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ１０はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
　各ＲｅはＨ、ＣＮ、ＯＨ、Ｃ１－４アルキル、およびＣ１－４アルコキシから独立して
選択され；
　各Ｃｙ２は、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ１１基で所望
により置換される、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル
、５～６員ヘテロアリール、または９～１０員二環式ヘテロアリールから独立して選択さ
れ；
　各Ｒａ２、Ｒｂ２、Ｒｃ２、およびＲｄ２は、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員
ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され
；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シ
クロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニルおよび５～６員ヘテロアリール
は、１、２、もしくは３個の独立して選択されるＲ１１基で、それぞれ所望により置換さ
れるか；
　またはＲｃ2およびＲｄ２は、それらが結合しているＮ原子と一緒になって、－ＯＨも
しくはＣ１－３アルキルで所望により置換される、４、５、６、もしくは７員ヘテロシク
ロアルキル基を形成し；ならびに
　各Ｒ１１は、ＯＨ、ＮＯ２、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ２－３アルケニル、Ｃ

２－３アルキニル、Ｃ１－３ハロアルキル、シアノ－Ｃ１－３アルキル、ＨＯ－Ｃ１－３
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アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ３－７シクロアルキル、Ｃ１－３

アルコキシ、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３

アルキル）アミノ、チオ、Ｃ１－３アルキルチオ、Ｃ１－３アルキルスルフィニル、Ｃ１

－３アルキルスルホニル、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、ジ（Ｃ１－３アル
キル）カルバミル、カルボキシ、Ｃ１－３アルキルカルボニル、Ｃ１－４アルコキシカル
ボニル、Ｃ１－３アルキルカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルスルホニルアミノ、アミ
ノスルホニル、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニル、ジ（Ｃ１－３アルキル）アミノスル
ホニル、アミノスルホニルアミノ、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニルアミノ、ジ（Ｃ１

－３アルキル）アミノスルホニルアミノ、アミノカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルア
ミノカルボニルアミノ、およびジ（Ｃ１－３アルキル）アミノカルボニルアミノから独立
して選択される。
【００８１】
　一実施形態において、式ＶＩＩの化合物は、実施例３１０～３１１および３２３～３２
５の化合物ではない。別の実施形態において、式ＶＩＩの化合物は、実施例３１０～３１
１および３２３～３２５の化合物から選択される。
【００８２】
　いくつかの実施形態において、Ｒ１はメチルである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ２はＣ１－３アルコキシである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ４はメチルである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ５はハロである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ５はクロロまたはフルオロである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ６はＨである。
【００８３】
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はＣ１－６アルキルである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ８はメチルである。
　いくつかの実施形態において、Ｒ１０はＨである。
　いくつかの実施形態において、ＧはＮＨ、ｎは０およびＶはＯである。
　いくつかの実施形態において、ＧはＮＨ、ｎは０およびＶはＣＨ２である。
　いくつかの実施形態において、ＧはＮＨ、ｎは１およびＶはＯである。
　いくつかの実施形態において、ＧはＯ、ｎは０およびＶはＮＨである。
【００８４】
　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＶＩＩａ：
【化５０】

の構造を有する化合物、またはその薬剤的に許容される塩である。
【００８５】
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　いくつかの実施形態において、化合物は、式ＶＩＩｂ：
【化５１】

の構造を有する化合物、またはその薬剤的に許容される塩である。
【００８６】
　いくつかの実施形態において：
　ＧはＮＨであり；
　ｎは０であり；
　ＶはＯであり；
　Ｒ２はＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロであり；および
　Ｒ６はＨである。
【００８７】
　いくつかの実施形態において：
　ＧはＮＨであり；
　ｎは０であり；
　ＶはＣＨ２であり；
　Ｒ２はＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロであり；および
　Ｒ６はＨである。
【００８８】
　いくつかの実施形態において：
　ＧはＮＨであり；
　ｎは１であり；
　ＶはＯであり；
　Ｒ２はＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロであり；および
　Ｒ６はＨである。
【００８９】
　いくつかの実施形態において：
　ＧはＯであり；
　ｎは０であり；
　ＶはＮＨであり；
　Ｒ２はＣ１－３アルコキシであり；
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　Ｒ４はハロであり；
　Ｒ５はハロであり；および
　Ｒ６はＨである。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、化合物は以下から選択される：
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝ピロリジン
－２－オン；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（２－オキソ－１，３－オキサゾリ
ジン－５－イル）ベンゾニトリル；
　６－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝モルホリン
－３－オン；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－１，３－
オキサゾリジン－２－オン；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝ピロリジ
ン－２－オン；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（５－オキソピロリジン３－イル）
ベンゾニトリル；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝－１，３
－オキサゾリジン－２－オン；および
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝－１，３
－オキサゾリジン－２－オン；
　または、前述のもののいずれかの薬剤的に許容される塩。
【００９１】
　いくつかの実施形態において、化合物は以下から選択される：
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝ピロリジ
ン－２－オン；
　（Ｓ）－４－（３－（（Ｓ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフ
ェニル）ピロリジン－２－オン；
　（Ｒ）－４－（３－（（Ｓ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフ
ェニル）ピロリジン－２－オン；
　（Ｓ）－４－（３－（（Ｒ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフ
ェニル）ピロリジン－２－オン；および
　（Ｒ）－４－（３－（（Ｒ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフ
ェニル）ピロリジン－２－オン；
　または、前述のもののいずれかの薬剤的に許容される塩。
【００９２】
　いくつかの実施形態において、式ＶＩＩ：
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【化５２】

の星印の炭素は、キラル炭素であり、前記化合物または塩は（Ｓ）－エナンチオマーであ
る。
【００９３】
　逆に、簡潔にするために、単一の実施形態の状況において記載される本発明の種々の特
徴は、別個にまたはいずれかの好適なサブコンビネーションにおいても、提供され得る。
【００９４】
　本明細書の様々な箇所に、二価の連結置換基が記載される。それぞれの二価の連結置換
基が、連結置換基の順方向および逆方向形態の両方を含むことが、具体的に意図される。
例えば、－ＮＲ（ＣＲ’Ｒ’’）ｎ－は、－ＮＲ（ＣＲ’Ｒ’’）ｎ－および－（ＣＲ’
Ｒ’’）ｎＮＲ－の両方を含む。構造が明らかに連結基を必要とする場合には、その基に
関して記載されるマーカッシュ変数は、連結基であると理解される。
【００９５】
　「ｎ員」（ｎは整数である）という用語は、一般的に、環形成原子の数がｎである部分
における、環形成原子の数を表す。例えば、ピペリジニルは６員ヘテロシクロアルキル環
の例であり、ピラゾリルは５員ヘテロアリール環の例であり、ピリジルは６員ヘテロアリ
ール環の例であり、および１，２，３，４－テトラヒドロ－ナフタレンは１０員シクロア
ルキル基の例である。
【００９６】
　本明細書において使用される場合、「所望により置換される」という表現は、非置換ま
たは置換を意味する。本明細書において使用される場合、「置換される」という用語は、
水素原子が除去され、置換基により置き換えられていることを意味する。所与の原子での
置換は、原子価により限定されることが理解される。
【００９７】
　定義全体に渡って、「Ｃｎ－ｍ」という用語は、終点を含む範囲を示し、ここでｎおよ
びｍは整数であり、炭素の数を示す。例としてはＣ１－４、Ｃ１－６等が挙げられる。
【００９８】
　本明細書において使用される場合、単独でまたは他の用語と組み合わせて使用される「
Ｃｎ－ｍアルキル」という用語は、ｎ～ｍ個の炭素を有する、直鎖または分岐鎖であり得
る飽和炭化水素基を指す。いくつかの実施形態において、アルキル基は、１～６個の炭素
原子、１～４個の炭素原子、１～３個の炭素原子、または１～２個の炭素原子を含む。ア
ルキル部分の例としては、限定されないが、例えばメチル、エチル、ｎ－プロピル、イソ
プロピル、ｎ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル等の化学基；例
えば２－メチル－１－ブチル、ｎ－ペンチル、３－ペンチル、ｎ－ヘキシル、１，２，２
－トリメチルプロピル等の、より高次のホモログが挙げられる。
【００９９】
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　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルケニル」は、１つまたは複数の炭素
－炭素二重結合を有し、かつｎ～ｍ個の炭素を有する、アルキル基を指す。いくつかの実
施形態において、アルケニル部分は、２～６、２～４、または２～３個の炭素原子を含む
。アルケニル基の例としては、限定されないが、エテニル、ｎ－プロペニル、イソプロペ
ニル、ｎ－ブテニル、ｓｅｃ－ブテニル等が挙げられる。
【０１００】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキニル」は、１つまたは複数の炭素
－炭素三重結合を有し、かつｎ～ｍ個の炭素を有する、アルキル基を指す。アルキニル基
の例としては、限定されないが、エチニル、プロピン－１－イル、プロピン－２－イル、
等が挙げられる。いくつかの実施形態において、アルキニル部分は、２～６、２～４、ま
たは２～３個の炭素原子を含む。
【０１０１】
　本明細書において使用される場合、単独でまたは他の用語と組み合わせて使用される「
アルキレン」という用語は、二価のアルキル連結基を指す。アルキレン基の例としては、
限定されないが、エタン－１，２－ジイル、プロパン－１，３－ジイル、プロパン－１，
２－ジイル、ブタン－１，４－ジイル、ブタン－１，３－ジイル、ブタン－１，２－ジイ
ル、２－メチル－プロパン－１，３－ジイル等が挙げられる。
【０１０２】
　本明細書において使用される場合、単独でまたは他の用語と組み合わせて使用される「
Ｃｎ－ｍアルコキシ」という用語は、式－Ｏ－アルキルで表される基を指し、ここでアル
キル基はｎ～ｍ個の炭素を有する。アルコキシ基の例としては、メトキシ、エトキシ、プ
ロポキシ（例えば、ｎ－プロポキシおよびイソプロポキシ）、ｔ－ブトキシ等が挙げられ
る。いくつかの実施形態において、アルキル基は、１～６、１～４、または１～３個の炭
素原子を有する。
【０１０３】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルアミノ」という用語は、式－Ｎ
Ｈ（アルキル）で表される基を指し、ここでアルキル基はｎ～ｍ個の炭素原子を有する。
いくつかの実施形態において、アルキル基は１～６、１～４、または１～３個の炭素原子
を有する。
【０１０４】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルコキシカルボニル」という用語は、
式－Ｃ（Ｏ）Ｏ－アルキルで表される基を指し、ここでアルキル基はｎ～ｍ個の炭素原子
を有する。いくつかの実施形態において、アルキル基は１～６、１～４、または１～３個
の炭素原子を有する。
【０１０５】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルカルボニル」という用語は、式
－Ｃ（Ｏ）－アルキルで表される基を指し、ここでアルキル基はｎ～ｍ個の炭素原子を有
する。いくつかの実施形態において、アルキル基は１～６、１～４、または１～３個の炭
素原子を有する。
【０１０６】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルカルボニルアミノ」という用語
は、式－ＮＨＣ（Ｏ）－アルキルで表される基を指し、ここでアルキル基はｎ～ｍ個の炭
素原子を有する。いくつかの実施形態において、アルキル基は１～６、１～４、または１
～３個の炭素原子を有する。
【０１０７】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルスルホニルアミノ」という用語
は、式－ＮＨＳ（Ｏ）２－アルキルで表される基を指し、ここでアルキル基はｎ～ｍ個の
炭素原子を有する。いくつかの実施形態において、アルキル基は１～６、１～４、または
１～３個の炭素原子を有する。
【０１０８】
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　本明細書において使用される場合、「アミノスルホニル」という用語は、式－Ｓ（Ｏ）

２ＮＨ２で表される基を指す。
【０１０９】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルアミノスルホニル」という用語
は、式－Ｓ（Ｏ）２ＮＨ（アルキル）で表される基を指し、ここでアルキル基はｎ～ｍ個
の炭素原子を有する。いくつかの実施形態において、アルキル基は１～６、１～４、また
は１～３個の炭素原子を有する。
【０１１０】
　本明細書において使用される場合、「ジ（Ｃｎ－ｍアルキル）アミノスルホニル」とい
う用語は、式－Ｓ（Ｏ）２Ｎ（アルキル）２で表される基を指し、ここで各アルキル基は
独立して、ｎ～ｍ個の炭素原子を有する。いくつかの実施形態において、各アルキル基は
独立して、１～６、１～４、または１～３個の炭素原子を有する。
【０１１１】
　本明細書において使用される場合、「アミノスルホニルアミノ」という用語は、式－Ｎ
ＨＳ（Ｏ）２ＮＨ２で表される基を指す。
【０１１２】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルアミノスルホニルアミノ」とい
う用語は、式－ＮＨＳ（Ｏ）２ＮＨ（アルキル）で表される基を指し、ここでアルキル基
はｎ～ｍ個の炭素原子を有する。いくつかの実施形態において、アルキル基は、１～６、
１～４、または１～３個の炭素原子を有する。
【０１１３】
　本明細書において使用される場合、「ジ（Ｃｎ－ｍアルキル）アミノスルホニルアミノ
」という用語は、式－ＮＨＳ（Ｏ）２Ｎ（アルキル）２で表される基を指し、ここで各ア
ルキル基は独立して、ｎ～ｍ個の炭素原子を有する。いくつかの実施形態において、各ア
ルキル基は独立して、１～６、１～４、または１～３個の炭素原子を有する。
【０１１４】
　本明細書において使用される場合、単独でまたは他の用語と組み合わせて使用される「
アミノカルボニルアミノ」という用語は、式－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ２で表される基を指す。
【０１１５】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルアミノカルボニルアミノ」とい
う用語は、式－ＮＨＣ（Ｏ）ＮＨ（アルキル）で表される基を指し、ここでアルキル基は
ｎ～ｍ個の炭素原子を有する。いくつかの実施形態において、アルキル基は１～６、１～
４、または１～３個の炭素原子を有する。
【０１１６】
　本明細書において使用される場合、「ジ（Ｃｎ－ｍアルキル）アミノカルボニルアミノ
」という用語は、式－ＮＨＣ（Ｏ）Ｎ（アルキル）２で表される基を指し、ここで各アル
キル基は独立して、ｎ～ｍ個の炭素原子を有する。いくつかの実施形態において、各アル
キル基は独立して、１～６、１～４、または１～３個の炭素原子を有する。
【０１１７】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルカルバミル」という用語は、式
－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ（アルキル）で表される基を指し、ここでアルキル基はｎ～ｍ個の炭素
原子を有する。いくつかの実施形態において、アルキル基は、１～６、１～４、または１
～３個の炭素原子を有する。
【０１１８】
　本明細書において使用される場合、「チオ」という用語は、式－ＳＨで表される基を指
す。
【０１１９】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルチオ」という用語は、式－Ｓ－
アルキルで表される基を指し、ここでアルキル基はｎ～ｍ個の炭素原子を有する。いくつ
かの実施形態において、アルキル基は、１～６、１～４、または１～３個の炭素原子を有
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する。
【０１２０】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルスルフィニル」という用語は、
式－Ｓ（Ｏ）－アルキルで表される基を指し、ここでアルキル基はｎ～ｍ個の炭素原子を
有する。いくつかの実施形態において、アルキル基は、１～６、１～４、または１～３個
の炭素原子を有する。
【０１２１】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍアルキルスルホニル」という用語は、式
－Ｓ（Ｏ）２－アルキルで表される基を指し、ここでアルキル基はｎ～ｍ個の炭素原子を
有する。いくつかの実施形態において、アルキル基は、１～６、１～４、または１～３個
の炭素原子を有する。
【０１２２】
　本明細書において使用される場合、「アミノ」という用語は、式－ＮＨ２で表される基
を指す。
【０１２３】
　本明細書において使用される場合、「カルバミル」という用語は、式－Ｃ（Ｏ）ＮＨ２

で表される基を指す。
【０１２４】
　本明細書において使用される場合、単独でまたは他の用語と組み合わせて使用される「
カルボニル」という用語は、－Ｃ（Ｏ）－基を指す。
【０１２５】
　本明細書において使用される場合、「シアノ－Ｃ１－３アルキル」という用語は、式－
（Ｃ１－３アルキレン）－ＣＮで表される基を指す。
【０１２６】
　本明細書において使用される場合、「ＨＯ－Ｃ１－３アルキル」という用語は、式－（
Ｃ１－３アルキレン）－ＯＨで表される基を指す。
【０１２７】
　本明細書において使用される場合、「Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル」という
用語は、式－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｏ（Ｃ１－３アルキル）で表される基を指す。
【０１２８】
　本明細書において使用される場合、「カルボキシ」という用語は、式－Ｃ（Ｏ）ＯＨで
表される基を指す。
【０１２９】
　本明細書において使用される場合、「ジ（Ｃｎ－ｍ－アルキル）アミノ」という用語は
、式－Ｎ（アルキル）２で表される基を指し、ここで２つのアルキル基はそれぞれ独立し
て、ｎ～ｍ個の炭素原子を有する。いくつかの実施形態において、各アルキル基は独立し
て、１～６、１～４、または１～３個の炭素原子を有する。
【０１３０】
　本明細書において使用される場合、「ジ（Ｃｎ－ｍ－アルキル）カルバミル」という用
語は、式－Ｃ（Ｏ）Ｎ（アルキル）２で表される基を指し、ここで２つのアルキル基はそ
れぞれ独立して、ｎ～ｍ個の炭素原子を有する。いくつかの実施形態において、各アルキ
ル基は独立して、１～６、１～４、または１～３個の炭素原子を有する。
【０１３１】
　本明細書において使用される場合、「ハロ」は、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、またはＩを指す。い
くつかの実施形態において、ハロ基はＦまたはＣｌである。
【０１３２】
　本明細書において使用される場合、「Ｃｎ－ｍハロアルコキシ」は、ｎ～ｍ個の炭素原
子を有する、式－Ｏ－ハロアルキルで表される基を指す。ハロアルコキシ基の例は、ＯＣ
Ｆ３である。いくつかの実施形態においてハロアルコキシ基は、フッ素化されるのみであ
る。いくつかの実施形態において、アルキル基は、１～６、１～４、または１～３個の炭
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素原子を有する。
【０１３３】
　本明細書において使用される場合、単独でまたは他の用語と組み合わせて使用される「
Ｃｎ－ｍハロアルキル」という用語は、同じであっても異なっていてもよい、１個のハロ
ゲン原子～２ｓ＋１個のハロゲン原子を有するアルキル基を指し、ここで「ｓ」はアルキ
ル基の炭素原子の数であり、ここでアルキル基はｎ～ｍ個の炭素原子を有する。いくつか
の実施形態において、ハロアルキル基はフッ素化されるのみである。いくつかの実施形態
において、アルキル基は、１～６、１～４、または１～３個の炭素原子を有する。
【０１３４】
　本明細書において使用される場合、「シクロアルキル」は、環化アルキルおよび／また
はアルケニル基を含む、非芳香族環状炭化水素を指す。シクロアルキル基は、単環式また
は多環式（例えば、２、３または４個の縮合環を有する）基およびスピロ環を含み得る。
シクロアルキル基は、３、４、５、６、または７個の環形成炭素（Ｃ３－７）を有し得る
。シクロアルキル基の環形成炭素原子は、オキソまたはスルフィドにより、所望により置
換され得る。シクロアルキル基はまた、シクロアルキリデンも含む。シクロアルキル基の
例としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロ
ヘプチル、シクロペンテニル、シクロヘキセニル、シクロヘキサジエニル、シクロヘプタ
トリエニル、ノルボルニル、ノルピニル、ノルカルニル等が挙げられる。いくつかの実施
形態において、シクロアルキルは、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、ま
たはシクロヘキシルである。シクロアルキル環に縮合した（すなわち、結合を共有してい
る）１つまたは複数の芳香環を有する部分、例えば、シクロペンタン、シクロヘキサン等
のベンゾまたはチエニル誘導体もまた、シクロアルキルの定義に含まれる。縮合芳香環を
含むシクロアルキル基は、縮合芳香環の環形成原子を含むいずれかの環形成原子を介して
、結合することができる。
【０１３５】
　本明細書において使用される場合、「ヘテロアリール」は、硫黄、酸素、および窒素か
ら選択される少なくとも１つのヘテロ原子環員を有する、単環式または多環式の芳香族複
素環を指す。いくつかの実施形態において、ヘテロアリール環は、窒素、硫黄および酸素
から独立して選択される、１、２、３、または４個のヘテロ原子環員を有する。いくつか
の実施形態において、ヘテロアリール部分のいかなる環形成Ｎも、Ｎ－オキシドであり得
る。いくつかの実施形態において、ヘテロアリールは、５～１０個の環原子、および窒素
、硫黄および酸素から独立して選択される１、２、３または４個のヘテロ原子環員を有す
る。いくつかの実施形態において、ヘテロアリールは、５～６個の環原子、および窒素、
硫黄および酸素から独立して選択される１または２個のヘテロ原子環員を有する。いくつ
かの実施形態において、ヘテロアリールは５員または６員ヘテロアリール環である。
【０１３６】
　５員ヘテロアリール環は、５個の環原子を有する環を含むヘテロアリールであり、ここ
で１つまたは複数の（例えば、１、２、または３個の）環原子は、Ｎ、Ｏ、およびＳから
独立して選択される。例となる５員環ヘテロアリールは、チエニル、フリル、ピロリル、
イミダゾリル、チアゾリル、オキサゾリル、ピラゾリル、イソチアゾリル、イソオキサゾ
リル、１，２，３－トリアゾリル、テトラゾリル、１，２，３－チアジアゾリル、１，２
，３－オキサジアゾリル、１，２，４－トリアゾリル、１，２，４－チアジアゾリル、１
，２，４－オキサジアゾリル、１，３，４－トリアゾリル、１，３，４－チアジアゾリル
、および１，３，４－オキサジアゾリルである。
【０１３７】
　６員ヘテロアリール環は、６個の環原子を有する環を含むヘテロアリールであり、ここ
で１つまたは複数の（例えば、１、２、または３個の）環原子は、Ｎ、Ｏ、およびＳから
独立して選択される。例となる６員環ヘテロアリールは、ピリジル、ピラジニル、ピリミ
ジニル、トリアジニルおよびピリダジニルである。
【０１３８】
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　「二環式Ｃ９－１０ヘテロアリール」は、９～１０個の環員を有する、二環式縮合ヘテ
ロアリールである。
【０１３９】
　本明細書において使用される場合、「ヘテロシクロアルキル」は、Ｏ、ＮまたはＳから
選択される１つまたは複数の環形成ヘテロ原子を有する、非芳香族の単環式または多環式
複素環を指す。単環式の４、５、６、および７員ヘテロシクロアルキル基が、ヘテロシク
ロアルキルに含まれる。ヘテロシクロアルキル基はまた、スピロ環も含み得る。ヘテロシ
クロアルキル基の例としては、ピロリジン－２－オン、１，３－イソオキサゾリジン－２
－オン、ピラニル、テトラヒドロプラン、オキセタニル、アゼチジニル、モルホリノ、チ
オモルホリノ、ピペラジニル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロチエニル、ピペリジ
ニル、ピロリジニル、イソオキサゾリジニル、イソチアゾリジニル、ピラゾリジニル、オ
キサゾリジニル、チアゾリジニル、イミダゾリジニル、アゼパニル、ベンゾアザペン等が
挙げられる。ヘテロシクロアルキル基の、環形成炭素原子およびヘテロ原子は、オキソま
たはスルフィドにより、所望により置換され得る（例えば、Ｃ（Ｏ）、Ｓ（Ｏ）、Ｃ（Ｓ
）、またはＳ（Ｏ）２等）。ヘテロシクロアルキル基は、環形成炭素原子または環形成ヘ
テロ原子を介して結合することができる。いくつかの実施形態において、ヘテロシクロア
ルキル基は、０～３個の二重結合を含む。いくつかの実施形態において、ヘテロシクロア
ルキル基は、０～２個の二重結合を含む。シクロアルキル環に縮合した１つまたは複数の
芳香環（すなわち、結合を共有している）を有する部分、例えば、ピペリジン、モルホリ
ン、アゼピン等のベンゾまたはチエニル誘導体もまた、ヘテロシクロアルキルの定義に含
まれる。縮合芳香環を含むヘテロシクロアルキル基は、縮合芳香環の環形成原子を含むい
ずれかの環形成原子を介して結合することができる。いくつかの実施形態において、ヘテ
ロシクロアルキルは、窒素、酸素または硫黄から独立して選択される１または２個のヘテ
ロ原子を含む、４～１０、４～７または４～６個の環原子を有し、１つまたは複数の酸化
型の環員を有する。
【０１４０】
　ある特定の場所では、定義または実施形態は、特定の環（例えば、アゼチジン環、ピリ
ジン環等）を指す。別途指示がない限り、これらの環は、原子の原子価を超えないことを
条件とし、いずれかの環員を介して結合することができる。例えば、アゼチジン環は、環
のいかなる位置でも結合し得るが、アゼチジン－３－イル環は、３位で結合している。
【０１４１】
　本明細書に記載される化合物は、不斉（例えば、１つまたは複数の立体中心を有する）
であり得る。特に指示がない限り、すべての立体異性体、例えばエナンチオマーおよびジ
アステレオマーが意図される。不斉に置換された炭素原子を含む本発明の化合物を、光学
活性形態またはラセミ形態に単離することができる。ラセミ混合物の分割または立体選択
的合成などにより、光学的に不活性な出発物質から光学的に活性な形態を調製する方法は
、当技術分野で公知である。オレフィンの多くの幾何異性体、Ｃ＝Ｎ二重結合等も、本明
細書に記載される化合物中に存在し得、全てのそのような安定な異性体が、本発明におい
て意図される。本発明の化合物のシスおよびトランス幾何異性体は、異性体の混合物とし
て、または分離された異性体型として、記載されており、かつ単離され得る。
【０１４２】
いくつかの実施形態において、化合物は（Ｒ）－立体配置を有する。いくつかの実施形態
において、化合物は（Ｓ）－立体配置を有する。
【０１４３】
　化合物のラセミ混合物の分割は、当技術分野で公知の多数の方法のうちのいずれかによ
り実施することができる。方法の例としては、光学活性であり、塩を形成する有機酸であ
るキラル分割酸を使用する、分別再結晶法が挙げられる。分別再結晶法に好適な分割剤は
、例えば、光学活性酸、例えばＤおよびＬ型酒石酸、ジアセチル酒石酸、ジベンゾイル酒
石酸、マンデル酸、リンゴ酸、乳酸または種々の光学活性カンファースルホン酸、例えば
β－カンファースルホン酸である。分別再結晶法に好適な他の分割剤としては、立体異性
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的に純粋な形態のα－メチル－ベンジルアミン（例えば、ＳおよびＲ型、またはジアステ
レオ異性的に純粋な形態）、２－フェニルグリシノール、ノルエフェドリン、エフェドリ
ン、Ｎ－メチルエフェドリン、シクロヘキシルエチルアミン、１，２－ジアミノシクロヘ
キサン等が挙げられる。
【０１４４】
　ラセミ混合物の分割は、光学活性分割剤（例えば、ジニトロベンゾイルフェニルグリシ
ン）を充填したカラムでの溶出により、実施することもできる。好適な溶出溶媒組成物は
、当業者により決定され得る。
【０１４５】
　本発明の化合物はまた、互変異性型も含む。互変異性型は、プロトンの同時移動ととも
に、単結合と隣接する二重結合との交換により生じる。互変異性型には、同一の実験式お
よび全電荷を有する異性体プロトン化状態である、プロトトロピック互変異性体が含まれ
る。プロトトロピック互変異性体の例としては、ケトン－エノール対、アミド－イミド酸
対、ラクタム－ラクチム対、エナミン－イミン対、およびプロトンが複素環系の２つ以上
の位置を占め得る環状形態、例えば、１Ｈ－および３Ｈ－イミダゾール、１Ｈ－、２Ｈ－
および４Ｈ－１，２，４－トリアゾール、１Ｈ－および２Ｈ－イソインドール、および１
Ｈ－および２Ｈ－ピラゾールが挙げられる。互変異性型は、平衡であり得るか、または適
切な置換により、１つの形態に立体的に固定され得る。
【０１４６】
　本発明の化合物はまた、中間体または最終化合物中に生じる原子の、すべての同位体を
も含み得る。同位体には、同一の原子番号を有するが質量数が異なる原子が含まれる。例
えば、水素の同位体は、トリチウムおよび重水素を含む。
【０１４７】
　本明細書で使用される「化合物」という用語は、示される構造の、すべての立体異性体
、幾何異性体、互変異性体、および同位体を含むことが意図される。名称または構造によ
り、１つの特定の互変異性型として特定される本明細書の化合物は、別途指示がない限り
、他の互変異性型を含むことが意図される。
【０１４８】
　すべての化合物、およびその薬剤的に許容される塩は、水および溶媒などの他の物質と
ともに存在し得（例えば水和物および溶媒和物）、または単離され得る。
【０１４９】
　いくつかの実施形態において、本発明の化合物、またはその塩は、実質的に単離されて
いる。「実質的に単離された」とは、化合物が、それが形成されたかまたは検出された環
境から、少なくとも部分的にまたは実質的に分離されていることを意味する。部分的分離
には、例えば、本発明の化合物を豊富に含む組成物が含まれ得る。実質的分離には、少な
くとも約５０重量％、少なくとも約６０重量％、少なくとも約７０重量％、少なくとも約
８０重量％、少なくとも約９０重量％、少なくとも約９５重量％、少なくとも約９７重量
％、または少なくとも約９９重量％の本発明の化合物またはその塩を含む組成物が含まれ
得る。化合物およびそれらの塩の単離方法は、当技術分野において、通例である。
【０１５０】
　「薬剤的に許容される」という表現は、本明細書において、健全な医学的判断の範囲内
で、ヒトおよび動物の組織との接触における使用に好適であり、過度な毒性、刺激作用、
アレルギー応答、または他の問題もしくは合併症を伴わず、合理的な利益／リスク比に釣
り合う、化合物、材料、組成物、および／または剤形を指すために使用される。
【０１５１】
　本明細書で使用される「周囲温度」および「室温」または「室温（rt）」という表現は
、当技術分野において理解され、一般的に、例えば、反応が実施される部屋のおよその温
度である反応温度、例えば、約２０℃～約３０℃の温度を指す。
【０１５２】
　本発明にはまた、本明細書に記載される化合物の、薬剤的に許容される塩も含まれる。
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本明細書において使用される場合、「薬剤的に許容される塩」は、開示される化合物の誘
導体を指し、ここで親化合物は、既存の酸または塩基部分を、その塩形態に変換すること
により、修飾される。薬剤的に許容される塩の例としては、限定されないが、アミン等の
塩基性残基の鉱酸塩または有機酸塩；カルボン酸等の酸性残基のアルカリ塩または有機塩
などが挙げられる。本発明の薬剤的に許容される塩には、例えば、非毒性の無機酸または
有機酸から形成された親化合物の、慣用の非毒性塩が含まれる。本発明の薬剤的に許容さ
れる塩は、塩基性または酸性部分を含む親化合物から、従来の化学的方法により、合成す
ることができる。一般的に、そのような塩は、これらの化合物の遊離酸または塩基形態を
、水もしくは有機溶媒中またはその２つの混合物中で、化学量論量の適切な塩基または酸
と反応させることにより、調製することができる；一般的に、エーテル、酢酸エチル、ア
ルコール（例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール、またはブタノール）ま
たはアセトニトリル（ＡＣＮ）などの非水性の媒体が好ましい。好適な塩のリストは、Re
mington's Pharmaceutical Sciences, 17th ed., Mack Publishing Company, Easton, Pa
., 1985, p. 1418およびJournal of Pharmaceutical Science, 66, 2 (1977)に見いださ
れ、そのそれぞれは、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０１５３】
合成
　本発明の化合物は、その塩を含め、公知の有機合成技術を使用して調製することができ
、多数の可能性のある合成経路のうちのいずれかに従って、合成することができる。
【０１５４】
　本発明の化合物を調製するための反応は、有機合成の当業者により容易に選択され得る
、好適な溶媒中で実施することができる。好適な溶媒は、反応が実施される温度、例えば
、溶媒の凝結温度～溶媒の沸騰温度までの範囲の温度において、出発物質（反応物）、中
間体、または生成物と実質的に非反応性であり得る。所与の反応を、１つの溶媒または２
つ以上の溶媒の混合物中で実施し得る。特定の反応ステップに応じて、特定の反応ステッ
プのための好適な溶媒は、当業者により選択され得る。
【０１５５】
　本発明の化合物の調製は、種々の化学基の保護および脱保護を含み得る。保護および脱
保護の必要性、および適切な保護基の選択は、当業者により容易に判断され得る。保護基
の化学反応は、例えば、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、T. W. Greene a
nd P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, 3rd Ed., Wiley &#38; S
ons, Inc., New York (1999)に見出すことができる。
【０１５６】
　当技術分野で公知のいずれかの好適な方法に従って、反応をモニタすることができる。
例えば、核磁気共鳴法（例えば、１Ｈまたは１３Ｃ）、赤外分光法、分光光度法（例えば
、紫外～可視）、質量分析法などの分光学的手段、または高速液体クロマトグラフィー（
ＨＰＬＣ）、液体クロマトグラフィー質量分光法（ＬＣＭＳ）、もしくは薄層クロマトグ
ラフィー（ＴＬＣ）などのクロマトグラフィー法により、生成物の形成をモニタすること
ができる。化合物は、当業者により、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）（参照に
よりその全体が本明細書に組み入れられる、“Preparative LC-MS Purification: Improv
ed Compound Specific Method Optimization” Karl F. Blom, Brian Glass, Richard Sp
arks, Andrew P. Combs J. Combi. Chem. 2004, 6(6), 874-883）および順相シリカクロ
マトグラフィーを含む、種々の方法により精製され得る。
【０１５７】
　例えば、式Ｉの化合物を、スキームＩに示す通りに形成することができる。化合物（ｉ
）をＮ－クロロスクシンアミド、Ｎ－ブロモスクシンアミドまたはＮ－ヨードスクシンア
ミドでハロゲン化して、Ｘ１＝Ｃｌ、Ｂｒ、またはＩである、化合物（ｉｉ）を得ること
ができる。（ｉｉ）のハロ基を、Ｍがボロン酸、ボロン酸エステルまたは適切に置換され
た金属である（例えば、Ｒ３－ＭがＲ３－Ｂ（ＯＨ）２、Ｒ３－Ｓｎ（Ｂｕ）４、または
Ｚｎ－Ｒ３である）Ｒ３－Ｍと、標準的な鈴木条件または標準的なスティル条件下（例え
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ば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触
媒、および塩基（例えば、炭酸水素塩または炭酸塩塩基）の存在下）または標準的な根岸
条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジ
ウム（０）触媒の存在下）でカップリングさせて、式（ｉｉｉ）の誘導体を得ることがで
きる。あるいは、Ｒ３－Ｍは環状アミン（ＭがＨであり、アミン窒素に結合している）で
あり得、化合物（ｉｉ）とのカップリングを、塩基中またはブッフバルド条件下（例えば
、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒
、および塩基（例えば、アルコキシド塩基）の存在下）での加熱により実施して、ケトン
（ｉｉｉ）を得ることができる。テトラヒドロホウ酸ナトリウムなどの好適な試薬による
ケトン（ｉｉｉ）の還元により、アルコール（ｉｖ）を得、それを脱離基（例えば、脱離
基は、塩化シアヌルとの反応による塩化物であるか、またはメタンスルホン酸無水物との
反応によるメシレートである）を有する誘導体（ｖ）に変換することができる。最後に、
化合物（ｖ）を、適切な複素環（ｖｉ）（例えば、３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミンまたは４－アミノピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（
８Ｈ）－オン）と、塩基性条件下（例えば、ＮａＨまたはＣｓＣＯ３またはＫ２ＣＯ３）
で反応させて、式Ｉの化合物（ｖｉｉ）を得ることができる。
【０１５８】
スキームＩ
【化５３】

【０１５９】
あるいは、式Ｉの化合物を、スキームＩＩに示す通りに形成することもできる。ケトン化
合物（ｉ）を、Ｎ－クロロスクシンアミド、Ｎ－ブロモスクシンアミドまたはＮ－ヨード
スクシンアミドでハロゲン化して、Ｘ１＝Ｃｌ、Ｂｒ、またはＩである、化合物（ｉｉ）
を得ることができる。ケトン（ｉｉ）を、テトラヒドロホウ酸ナトリウムなどの好適な試
薬により還元して、アルコール（ｉｉｉ）を得、それを脱離基（例えば、脱離基は、塩化
シアヌルとの反応による塩化物であるか、またはメタンスルホン酸無水物との反応による
メシレートである）を有する誘導体に変換し、次いで複素環と反応させて、複素環誘導体
（ｉｖ）を得ることができる。化合物のエナンチオマー（ｉｖ）を、キラルクロマトグラ
フィーにより分離して、複素環化合物の単一のエナンチオマー（ｖ）を得ることができる
。最後に、（ｖ）のハロ基を、Ｍがボロン酸、ボロン酸エステルまたは適切に置換された
金属である（例えば、Ｒ３－ＭがＲ３－Ｂ（ＯＨ）２、Ｒ３－Ｓｎ（Ｂｕ）４、またはＺ
ｎ－Ｒ３である）Ｒ３－Ｍと、標準的な鈴木条件または標準的なスティル条件下（例えば
、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒
、および塩基（例えば、炭酸水素塩または炭酸塩塩基）の存在下）、または標準的な根岸
条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジ
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きる。
【０１６０】
スキームＩＩ
【化５４】

【０１６１】
　ＬがＯ、Ｎ、またはＳである式Ｉの化合物を、スキームＩＩＩに示す通りに、形成する
ことができる。チオール、フェノールまたはアミン（ｉ）を、光延条件（例えば、Ｒ’Ｏ
Ｈ、ＤＥＡＤ、Ｐｈ３Ｐ）または標準的なアルキル化条件（Ｒ’－Ｌｇ、Ｌｇ＝脱離基）
を使用してアルキル化し、それぞれ、チオエ－テル、エーテル、またはアルキルアミン誘
導体（ｉｉ）を得ることができる。（ｉｉ）のハロ基を、Ｍがボロン酸、ボロン酸エステ
ルまたは適切に置換された金属である（例えば、Ｒ３－ＭがＲ３－Ｂ（ＯＨ）２、Ｒ３－
Ｓｎ（Ｂｕ）４、またはＺｎ－Ｒ３である）Ｒ３－Ｍと、標準的な鈴木条件または標準的
なスティル条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）な
どのパラジウム（０）触媒、および塩基（例えば、炭酸水素塩または炭酸塩塩基）の存在
下）または標準的な根岸条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジ
ウム（０）などのパラジウム（０）触媒の存在下）でカップリングさせて、式（ｉｉｉ）
の誘導体を得ることができる。あるいは、Ｒ３－Ｍは環状アミン（ＭがＨであり、アミン
窒素に結合している）であり得、化合物（ｉｉ）とのカップリングを、塩基中またはブッ
フバルド条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）など
のパラジウム（０）触媒および塩基（例えば、アルコキシド塩基）の存在下）での加熱に
より実施して、式（ｉｉｉ）の化合物を得ることができる。スキームＩおよびＩＩに示さ
れるものと類似の方法を使用して、ケトン（ｉｉｉ）を変換し、式Ｉの化合物（ｉｖ）を
得ることができる。あるいは、スキームＩおよびＩＩに示されるものと類似の方法を使用
して、ハロ－ケトン（ｉｉ）を変換し、ハロ中間体（ｖ）を得ることができる。スキーム
ＩおよびＩＩに記載されるものと類似の方法による、Ｒ３－Ｍとハロ中間体（ｖ）との、
鈴木、スティル、根岸またはブッフバルドカップリングによっても、式Ｉの化合物（ｖｉ
）を得ることもできる。
【０１６２】
スキームＩＩＩ
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【化５５】

【０１６３】
　式Ｉの化合物を、スキームＩＶに示す通り形成することができる。好適なアシル化試薬
（例えば、Ｒ１－ＣＯＣｌ）で、化合物（ｉ）をアシル化してエステルを形成し、それを
ルイス酸条件下（例えば、ＢＦ３／ＨＯＡｃ錯体）で再編成して、ケトン（ｉｉ）を得る
ことができる。ＮＸ１Ｓ（例えば、ＮＸ１Ｓ＝Ｎ－クロロスクシンアミド、Ｎ－ブロモス
クシンアミドまたはＮ－ヨードスクシンアミド）を使用する、ケトン（ｉｉ）のハロゲン
化により、Ｘ１＝Ｃｌ、Ｂｒ、またはＩである、化合物（ｉｉｉ）を得ることができる。
標準的な条件（例えば、Ｔｆ２Ｏ）を使用して、フェノールを、トリフレート（ｉｖ）に
変換することができる。（ｉｖ）のトリフレート基を、Ｍがボロン酸、ボロン酸エステル
または適切に置換された金属である（例えば、Ｒ３－ＭがＲ３－Ｂ（ＯＨ）２、Ｒ３－Ｓ
ｎ（Ｂｕ）４、またはＺｎ－Ｒ３である）Ｒ３－Ｍと、標準的な鈴木条件または標準的な
スティル条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）など
のパラジウム（０）触媒および塩基（例えば、炭酸水素塩または炭酸塩塩基）の存在下）
、または標準的な根岸条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウ
ム（０）などのパラジウム（０）触媒の存在下）でカップリングさせて、式（ｖ）の誘導
体を得ることができる。あるいは、Ｒ２－Ｍは環状アミン（ＭがＨであり、アミン窒素に
結合している）であり得、化合物（ｉｖ）とのカップリングを、塩基中またはブッフバル
ド条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラ
ジウム（０）触媒および（例えば、アルコキシド塩基）の存在下）での加熱により実施し
て、ケトン（ｖ）を得ることができる。（ｖ）のハロ基を、Ｍがボロン酸、ボロン酸エス
テルまたは適切に置換された金属である（例えば、Ｒ３－ＭがＲ３－Ｂ（ＯＨ）２、Ｒ３

－Ｓｎ（Ｂｕ）４、またはＺｎ－Ｒ３である）Ｒ３－Ｍと、標準的な鈴木条件または標準
的なスティル条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）
などのパラジウム（０）触媒および塩基（例えば、炭酸水素塩または炭酸塩塩基）の存在
下）でカップリングさせて、式（ｖｉ）の誘導体を得ることができる。あるいは、Ｒ３－
Ｍは環状アミン（ＭがＨであり、アミン窒素に結合している）であり得、化合物（ｉｖ）
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ニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒および塩基（例えば、ア
ルコキシド塩基）の存在下）での加熱により実施して、ケトン（ｖｉ）を得ることができ
る。スキームＩおよびＩＩに示されるものと類似の方法を使用して、ケトン（ｖｉ）を変
換し、式Ｉの化合物（ｖｉｉｉ）を得ることができる。
【０１６４】
　あるいは、スキームＩおよびＩＩに示されるものと類似の方法を使用して、ハロ－ケト
ン（ｖ）を変換し、ハロ中間体（ｖｉｉ）を得ることができる。スキームＩおよびＩＩに
記載されるものと類似の方法による、Ｍ－Ｒ３と化合物（ｖｉｉ）との、鈴木、スティル
、根岸またはブッフバルドカップリングによっても、式Ｉの化合物（ｖｉｉｉ）を得るこ
とができる。
【０１６５】
スキームＩＶ
【化５６】

【０１６６】
　スキームＩ、ＩＩおよびＩＩＩのプロセスで使用し得るケトンを、以下のスキームＶで
示す通りに形成することができる。カルボン酸（ｉ）をカップリング剤（例えば、ＨＢＴ
Ｕ、ＨＡＴＵまたはＥＤＣ）により活性化させ、次いでＮ，Ｏ－ジメチルヒドロキシルア
ミンと反応させて、Ｎ－メトキシ－Ｎ－メチルカルボキサミド誘導体（ｉｉ）を得ること
ができる。次いで、アミド（ｉｉ）を、式Ｒ１－ＭｇＸ１（Ｘ１＝ハロ）のグリニャール
試薬と反応させて、ケトン（ｉｉｉ）を得ることができる。スキームＩ、ＩＩおよびＩＩ
Ｉに示されるものと類似の方法を使用して、ケトン（ｉｉｉ）を変換し、式Ｉの化合物を
得ることができる。
【０１６７】
スキームＶ
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【化５７】

【０１６８】
　スキームＩ、ＩＩおよびＩＩＩのプロセスにおいて使用し得るケトンを、以下のスキー
ムＶＩに示す通りに、形成することもできる。カルボン酸（ｉ）を、カップリング剤（例
えばＨＢＴＵまたはＨＡＴＵ）により活性化し、次いでＮ，Ｏ－ジメチルヒドロキシルア
ミンと反応させて、Ｎ－メトキシ－Ｎ－メチルカルボキサミドを得ることができる。チオ
ール、フェノールまたはアミンを、光延条件（例えば、Ｒ’ＯＨ、ＤＥＡＤ、Ｐｈ３Ｐ）
または標準的なアルキル化条件（Ｒ’－Ｌｇ、Ｌｇ＝脱離基）を使用してアルキル化し、
それぞれ、チオエ－テル、エーテルまたはアルキルアミン誘導体（ｉｉ）を得ることがで
きる。（ｉｉ）のハロ基（Ｘ１がハロである）を、Ｍがボロン酸、ボロン酸エステルまた
は適切に置換された金属である（例えば、Ｒ３－ＭがＲ３－Ｂ（ＯＨ）２、Ｒ３－Ｓｎ（
Ｂｕ）４、またはＺｎ－Ｒ３である）Ｒ３－Ｍと、標準的な鈴木条件または標準的なステ
ィル条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパ
ラジウム（０）触媒および塩基（例えば、炭酸水素塩または炭酸塩塩基）の存在下）、ま
たは標準的な根岸条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（
０）などのパラジウム（０）触媒の存在下）でカップリングさせて、式（ｉｉｉ）の誘導
体を得ることができる。あるいは、Ｒ３－Ｍは環状アミン（ＭがＨであり、アミン窒素に
結合している）であり得、化合物（ｉｉ）とのカップリングを、塩基中またはブッフバル
ド条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラ
ジウム（０）触媒および塩基（例えば、アルコキシド塩基）の存在下）での加熱により実
施して、アミド（ｉｉｉ）を得ることができる。化合物（ｉｉｉ）と、式Ｒ１－ＭｇＸ２

（Ｘ２＝ハロ）のグリニャール試薬との反応により、ケトン（ｉｖ）を得ることができる
。スキームＩ、ＩＩおよびＩＩＩに示されるものと類似の方法を使用して、ケトン（ｉｖ
）を変換し、式Ｉの化合物を得ることができる。
【０１６９】
スキームＶＩ
【化５８】

【０１７０】
　スキームＩ～ＩＩＩのプロセスにおいて使用し得る化合物を、スキームＶＩＩに示され
る通りに形成することもできる。標準的なシアノ化条件（例えば、Ｐｄ（０）およびＺｎ
（ＣＮ）２）を使用して、ハロ－ケトン（ｉ）（Ｘ１がハロである）をシアノ－ケトン（
ｉｉ）に変換することができる。酸または塩基条件下での（ｉｉ）のシアノ基の加水分解
により、カルボン酸を得、それをカップリング剤（例えば、ＨＡＴＵ、ＨＢＴＵ、ＥＤＣ
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）および適切なアミン（ＨＮＲｃＲｄ）を使用してアミンとカップリングさせて、アミド
（ｉｉｉ）を得ることができる。いくつかの実施形態において、ＲｃおよびＲｄは、それ
らが結合している窒素原子と一緒になって、所望により環化して４～７員ヘテロシクロア
ルキル基を形成することができる（それにより、Ｒ３がＣ（Ｏ）Ｒｂであり、Ｒｂが４～
７員ヘテロシクロアルキルである、化合物を提供する）。スキームＩ、ＩＩおよびＩＩＩ
に示されるものと類似の方法を使用して、アミド（ｉｉｉ）のケトンを変換して、式Ｉの
化合物を得ることができる。
【０１７１】
スキームＶＩＩ
【化５９】

【０１７２】
スキームＩ～ＩＩＩのプロセスにおいて使用し得る追加の化合物を、スキームＶＩＩＩに
示す通りに形成することができる。標準的なニトロ化条件（例えば、ＨＮＯ３）を使用し
て、ケトン（ｉ）をニトロ－ケトン（ｉｉ）に変換することができる。標準的な条件下（
例えば、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｐｄ／Ｃ上Ｈ２）での（ｉｉ）のニトロ基の還元により、アミノ化
合物を得ることができ、それを適切なアシル化剤（例えば、ＲＣ＝ＯＣｌ、ＲＯＣ＝ＯＣ
ｌ、ＳＯ２Ｃｌ、ＲＲＮＣ＝Ｏ）によりアシル化して、ケトン（ｉｉｉ）を得ることがで
きる。スキームＩ、ＩＩおよびＩＩＩに示されるものと類似の方法を使用して、ケトン（
ｉｉｉ）を変換し、式Ｉの化合物を得ることができる。いくつかの実施形態において、Ｒ
ｃおよびＲｄは、それらが結合している窒素原子と一緒になって、所望により環化して、
４～７員ヘテロシクロアルキル基を形成することができる（それにより、Ｒ３がＣ（Ｏ）
Ｒｂであり、Ｒｂが４～７員ヘテロシクロアルキルである、化合物を提供する）。
【０１７３】
スキームＶＩＩＩ

【化６０】

【０１７４】
　スキームＩ、ＩＩおよびＩＩＩのプロセスにおいて使用し得るケトンを、以下のスキー
ムＩＸに示す通り形成することもできる。（ｉ）のハロ基（例えば、Ｘ１＝Ｉ）を、亜鉛
試薬Ｒ３－Ｚｎ（例えば、ｔｅｒｔ－ブチル３－ヨードアゼチジン－１－カルボキシレー
トとＺｎ末など）と、標準的なＫｎｏｃｈｅｌ／根岸条件下（例えば、パラジウム（０）
触媒、例えばトリ－（２－フリル）ホスフィンおよびトリス（ジベンジリデンアセトン）
二パラジウム（０）、ならびに１，２－ジブロモエタンおよびクロロトリメチルシランの
存在下）でカップリングさせ、式（ｉｉ）の誘導体を得ることができる。アゼチジン（ｉ
ｉ）を脱保護し（例えば、Ｐｇ＝Ｂｏｃ、ＴＦＡを使用して）、次いでアルキル化、アシ
ル化または還元的アミノ化（例えば、Ｒ－Ｂｒ、ＲＣＯＣｌ、Ｒ－ＳＯ２Ｃｌ、ＲＮ＝Ｃ
＝ＯまたはＲＣＨＯなどのＲＸおよび還元剤）条件下で反応させて、ケトン誘導体（ｉｉ
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ｉ）を得、それをスキームＩ、ＩＩ、およびＩＩＩに示されるものと類似の方法により、
式Ｉの化合物（ｖ）に、変換することができる。あるいは、ケトン（ｉｉ）を、好適な試
薬（アルコールの主に１つの異性体を得るための、ＮａＢＨ４またはコーリーのキラルＣ
ＢＳ触媒）により還元して、得られたアルコールを脱離基（例えば、脱離基は、塩化シア
ヌルとの反応による塩化物であるか、またはメタンスルホン酸無水物との反応によるメシ
レートである）に変換し、次いで塩化物またはメシレートを、適切な複素環と反応させて
（例えば、スキームＩ、ＩＩおよびＩＩＩに示される方法と同様に）、式（ｉｖ）の誘導
体を得ることができる。アミン上の保護基を標準的な条件下で除去し、次いでアルキル化
、アシル化または還元的アミノ化条件下（例えば、Ｒ－Ｂｒ、ＲＣＯＣｌ、Ｒ－ＳＯ２Ｃ
ｌ、ＲＮ＝Ｃ＝ＯまたはＲＣＨＯなどのＲＸおよび還元剤）で反応させて、式Ｉの化合物
（ｖ）を得ることができる。
【０１７５】
スキームＩＸ
【化６１】

【０１７６】
式Ｉの化合物を、スキームＸに示す通りに、形成することもできる。化合物（ｉ）を、塩
基性条件（例えば、ＮａＨまたはＣｓＣＯ３またはＫ２ＣＯ３）下、ハロで置換された複
素環（ｉｉ）（例えば、３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－ア
ミンまたは４－アミノ－６－ヨードピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オン
）と反応させ、Ｖ＝Ｃｌ、Ｂｒ、またはＩである、化合物（ｉｉｉ）を得ることができる
。（ｉｉｉ）のハロ基を、Ｍがボロン酸、ボロン酸エステルまたは適切に置換された金属
である（例えば、Ｒ８－ＭがＲ８－Ｂ（ＯＨ）２、Ｒ８－Ｓｎ（Ｂｕ）４、またはＺｎ－
Ｒ８である）Ｒ３－Ｍと、標準的な鈴木条件または標準的なスティル条件下（例えば、テ
トラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒およ
び塩基（例えば、炭酸水素塩または炭酸塩塩基）の存在下）、または標準的な根岸条件下
（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（
０）触媒の存在下）でカップリングさせて、式（ｉｉｉ）の誘導体を得ることができる。
あるいは、Ｒ８－Ｍは環状アミン（ＭがＨであり、アミン窒素に結合している）であり得
、化合物（ｉｉｉ）とのカップリングを、塩基中またはブッフバルド条件下（例えば、テ
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び（例えば、アルコキシド塩基）の存在下）での加熱により実施して、式Ｉの化合物（ｉ
ｖ）を得ることができる。
【０１７７】
スキームＸ
【化６２】

【０１７８】
　式Ｉの化合物を、スキームＸＩに示す通りに形成することもできる。シアノ誘導体（ｉ
）を酸に加水分解して（例えば酸または塩基の存在下で）、対応する酸（ｉｉ）を得るこ
とができる。カルボン酸（ｉｉ）を、アミン（例えば、ＨＮＲｃ２Ｒｄ２はジメチルアミ
ンである）（ｉｉｉ）と、適切なカップリング剤（例えばＨＡＴＵ、ＨＢＴＵ、ＥＤＣ）
を、ＴＥＡまたはＤＩＥＡなどの塩基の存在下で使用してカップリングさせ、アミド（ｉ
ｉｉ）を得ることができる。カルボン酸（ｉｉ）を、適切な還元剤（例えばＬＡＨまたは
ＮａＢＨ４）により、Ｒｔ＝Ｈであるアルコール（ｉｖ）に還元するか、またはエステル
に変換し、グリニャール試薬（例えばＲｔＭｇＢｒ）またはアルキルリチウム（例えばＲ
ｔＬｉ）と反応させて、２級または３級アルコール（ｉｖ）を得ることもできる。塩化シ
アヌルなどの好適な試薬と反応させることにより、ハロゲン化物などの脱離基に変換する
ことによって、アルコール（ｉｖ）を活性化させ、ついで適切なアミン（例えばＨＮＲｃ

２Ｒｄ２）と反応させて、式Ｉの化合物（ｖ）を得ることができる。あるいは、アルコー
ル（ｉｖ）を、光延条件下（例えば、ＤＥＡＤ、トリフェニルホスフィンおよび化合物Ａ
（例えばＮＨを有するフェノールまたはヘテロアリール、例えばイミダゾール）の存在下
）で反応させて、式Ｉの化合物（ｖｉ）を得ることができる。スキームＸＩ（例えば、ア
ルコールのエステル化等）に示される化合物から出発する、他の改変が、当業者には明ら
かとなるであろう。
【０１７９】
スキームＸＩ
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【化６３】

【０１８０】
　式Ｉの化合物を、スキームＸＩＩに示す通り、酸塩化物化合物（ｉ）から合成すること
ができる。水素化ナトリウムなどの塩基の存在下での、酸塩化物（ｉ）とマロノニトリル
との縮合によりジシアノエノール中間体を得、それを炭酸水素ナトリウムなどの適切な塩
基の存在下、硫酸ジメチルなどの適切な試薬でＯ－メチル化して、エノールエーテル（ｉ
ｉ）を得ることができる。トリエチルアミンなどの好適な塩基の存在下での、エノールエ
ーテル（ｉｉ）とヒドラジン二塩酸塩の反応により、ピラゾール化合物（ｉｉｉ）を得る
ことができる。次いでピラゾール化合物（ｉｉｉ）をホルムアミドと反応させて、ピラゾ
ロピリミジン（ｉｖ）を得ることができる。最後に、化合物（ｉｖ）を、塩基性条件下、
脱離基を有する適切な化合物（ｖ）と反応させて、式Ｉの化合物（ｖｉ）を得ることがで
きる。
【０１８１】
スキームＸＩＩ

【化６４】

【０１８２】
　式Ｉの化合物を、市販の４－アミノピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オ
ン（ｉ）から合成することができる。Ｎ－ハロスクシンアミド（Ｘ１＝Ｃｌ、Ｂｒまたは
Ｉである、ＮＸ１Ｓ）などの好適な試薬による、化合物（ｉ）のハロゲン化により、対応
するハロ化合物（ｉｉ）を得ることができる。好適な塩基（例えばジイソプロピルエチル
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により、化合物（ｉｖ）を得ることができる。ハロ化合物（ｉｖ）を、Ｍがボロン酸、ボ
ロン酸エステルまたは適切に置換された金属である（例えば、Ｒ８ａ－ＭがＲ８ａ－Ｂ（
ＯＨ）２、Ｒ８ａ－Ｓｎ（Ｂｕ）４、またはＺｎ－Ｒ８ａである）Ｒ８ａ－Ｍと、標準的
な鈴木条件または標準的なスティル条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィ
ン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒および塩基（例えば、炭酸水素塩また
は炭酸塩塩基）の存在下）、または標準的な根岸条件下（例えば、テトラキス（トリフェ
ニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒の存在下）でカップリン
グさせて、式（ｉｉｉ）の誘導体を得ることができる。あるいは、Ｒ８ａ－Ｍは環状アミ
ン（ＭがＨであり、アミン窒素に結合している）であり得、化合物（ｉｉｉ）とのカップ
リングを、塩基中またはブッフバルド条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフ
ィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒および塩基（例えば、アルコキシド
塩基）の存在下）での加熱により実施して、式Ｉの化合物（ｖ）を得ることができる。
【０１８３】
スキームＸＩＩＩ
【化６５】

【０１８４】
　式Ｉの化合物を、スキームＸＩＶに示す通りに形成することもできる。（ｉ）のハロ基
、Ｘ１を、アルケン（例えば、アクリレートまたはアクリルアミド）と、標準的なヘック
条件下（例えば、酢酸パラジウムなどのパラジウム（ＩＩ）触媒の存在下）でカップリン
グさせて、式（ｉｉ）のアルケンを得ることができる。ＤＢＵの存在下での、アルケン（
ｉｉ）とニトロメタンとの反応によりニトロ誘導体（ｉｉｉ）を得、それを標準的な条件
下（例えば、ＮｉＣｌ２／ＮａＢＨ４）で還元して、遊離アミンを得、それを環化してラ
クタム（ｉｖ）を形成することができる。ラクタムを、標準的な条件下（例えば、ＴＥＡ
またはＮａＨなどの塩基の存在下での、Ｘ２＝ハロであるＲ３ａ－Ｘ２）でアルキル化し
て、Ｎ－アルキル－ラクタム（ｖ）を得ることができる。式（ｖ）の化合物、およびＬｉ
ＡｌＨ４などの好適な還元剤によるラクタム（ｖ）の還元により得られたピロリジンを、
スキームＩ、ＩＩおよびＩＩＩに記載される条件を使用して、式Ｉの化合物に変換するこ
とができる。
【０１８５】
スキームＸＩＶ
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【０１８６】
　式Ｉの化合物を、スキームＸＶに示す通りに形成することもできる。（ｉ）のハロ基Ｘ
１を、Ｍが適切に置換された金属である（例えば、Ｒ３－ＭがＲ３Ｂ（ＯＨ）２である；
Ｒ３－Ｍを生成するための適切な出発物質はスキームＸＩＩに示されるが、これらに限定
されない）Ｒ３－Ｍと、標準的な鈴木条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフ
ィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒の存在下で）でカップリングさせ、
式（ｉｉ）のアルケンを得ることができる。ｍＣＰＢＡによるアルケン（ｉｉ）のエポキ
シ化によりエポキシド（ｉｉｉ）を得、それを２級または１級アミン（アミン＝ＮＨＲｃ

Ｒｄ；１級アミンに関してはＲｃ＝Ｈ）と反応させて、式（ｉｖ）のアミノ化合物を得る
ことができる。２級または３級アミン誘導体（ｉｖ）を、カルボニルジアミダゾールまた
はホスゲンとさらに反応させて、オキサゾリジノン（ｖ）を形成するか、またはハロゲン
化アセチルと反応させて（例えば、ＴＥＡなどの塩基の存在下での塩化クロロアセチル）
Ｎ－アシル誘導体を得、それを塩基（例えば、ＮａＨ）で処理してモルホリノン誘導体（
ｖｉ）に変換することができる。式（ｉｖ、ｖ、およびｖｉ）の化合物を、標準的な条件
（例えば、ＴＨＰ基で保護された化合物を、ＴＦＡまたはＨＣｌなどの酸で処理し得る）
を使用して脱保護し、式Ｉの化合物を得ることができる。
【０１８７】
スキームＸＶ
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【０１８８】
　式Ｉの化合物を、スキームＸＶＩに示す通りに形成することもできる。好適な条件下（
JACS, 2001, 123(9), 1862-1871およびJ. Org. Chem, 2011, 76, 358-372に記載される、
ＡまたはＢ）での、式（ｉ）のアルケンのシャープレスアミノ－ヒドロキシル化により、
アミノ－ヒドロキシ異性体（ｉｉ）または（ｉｉｉ）のいずれかを得ることができる。化
合物（ｉｉ）および（ｉｉｉ）を、カルボニルジアミダゾールまたはホスゲンと反応させ
て、オキサゾリジノン（ｉｖ）を形成するか、またはハロゲン化アセチルと反応させて（
例えば、ＴＥＡなどの塩基の存在下での塩化クロロアセチル）Ｎ－アシル誘導体を得、そ
れを塩基（例えば、ＮａＨ）で処理してモルホリノン誘導体（ｖ）に変換することができ
る。スキームＸＶに示す通りに、交互性のアミノ－ヒドロキシ異性体（ｉｉｉ）を、オキ
サゾリジノンおよびモルホリノン誘導体に変換することができる。
【０１８９】
スキームＸＶＩ
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【化６８】

【０１９０】
　式Ｉの化合物を、スキームＸＶＩＩに示す通りに、合成することができる。（ｉ）のハ
ロ基（例えば、Ｘ１＝Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ）を、標準的な条件下（例えば、テトラキス（トリ
フェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒の存在下の、ピナコ
ールボロネートエステル（pinnacle boronate ester））、ボロネートエステル（ｉｉ）
に変換することができる。ボロネート（ｉｉ）を、鈴木条件下（例えば、テトラキス（ト
リフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒およびＮａ２ＣＯ

３などの塩基の存在下）、ハロゲン化アリールまたはハロゲン化ヘテロアリール（例えば
、Ｒ３－Ｘ２）と反応させて、式（ｉｉｉ）を得ることができる。スキームＩ、ＩＩまた
はＩＩＩに記載される反応条件を使用して、式（ｉｉｉ）を式Ｉに変換することができる
。
【０１９１】
スキームＸＶＩＩ

【化６９】

【０１９２】
　Ｒ４＝ＦまたはＣＮである、式Ｉの化合物を、スキームＸＶＩＩＩに示す通りに形成す
ることができる。化合物（ｉ）を、好適なアシル化試薬（例えば、Ｒ１－ＣＯＣｌ）でア
シル化してエステルを形成し、それをルイス酸条件下（例えば、ＢＦ３／ＨＯＡｃ錯体）
で再編成して、ケトン（ｉｉ）を得ることができる。ケトン（ｉｉ）を、Ｎ－クロロスク
シンアミド、Ｎ－ブロモスクシンアミドまたはＮ－ヨードスクシンアミドでハロゲン化し
て、Ｘ１＝Ｃｌ、Ｂｒ、またはＩであるフェノール（ｉｉｉ）を得ることができる。化合
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物（ｉｉｉ）を、アルキル化して（例えばＲ２－Ｘ、およびＮａＨまたはＮａ２ＣＯ３な
どの塩基；または光延条件下）、エーテル（ｉｖ）を得ることができる。（ｉｖ）のフル
オロ基を、置換して（例えば、ＮａＣＮまたはＫＣＮで）、シアノ誘導体（ｖ）を得るこ
とができる。（ｖ）のハロ基を、Ｍがボロン酸、ボロン酸エステルまたは適切に置換され
た金属である（例えば、Ｒ３－ＭがＲ３－Ｂ（ＯＨ）２、Ｒ３－Ｓｎ（Ｂｕ）４、または
Ｚｎ－Ｒ３である）Ｒ３－Ｍと、標準的な鈴木条件または標準的なスティル条件下（例え
ば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触
媒および塩基（例えば、炭酸水素塩または炭酸塩塩基）の存在下）、または標準的な根岸
条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジ
ウム（０）触媒の存在下）でカップリングさせて、式（ｖｉ）の誘導体を得ることができ
る。あるいは、Ｒ３－Ｍは、環状アミンであり得（ＭがＨであり、アミン窒素に結合して
いる）、塩基中またはブッフバルド条件下（例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィ
ン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒および塩基（例えば、アルコキシド塩
基）の存在下）での加熱により、化合物（ｖ）とカップリングさせて、ケトン（ｖｉ）を
得ることができる。テトラヒドロホウ酸ナトリウムまたはコーリーのＣＢＳ試薬などの好
適な試薬によるケトン（ｖｉ）の還元によりアルコールを得、それを脱離基（例えば、脱
離基は、塩化シアヌルとの反応による塩化物であるか、またはメタンスルホン酸無水物と
の反応によるメシレートである）を有する誘導体に変換し、次いで塩基性条件下（例えば
、ＮａＨまたはＣｓＣＯ３またはＫ２ＣＯ３）で、適切な複素環（例えば、３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミンまたは４－アミノピリド［２，３
－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オン）と反応させて、式Ｉの化合物（ｖｉｉｉ）を得る
ことができる。あるいは、ケトン（ｖ）を還元してアルコールを得、それを脱離基に変換
し、それをまず複素環で置換し、次いで鈴木、スティル、根岸またはブッフバルドカップ
リングを実施して、式Ｉの化合物（ｖｉｉｉ）を得ることができるように、最後の２ステ
ップを逆にすることができる。スキームＸＶＩＩＩのシアノ化ステップを除くことにより
、フルオロ誘導体（ｉｖ）を、式Ｉの化合物に変換することもできる。
【０１９３】
スキームＸＶＩＩＩ



(67) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

【化７０】

【０１９４】
　式Ｉの化合物を、スキームＸＩＸに示されるとおりに、形成することもできる。化合物
（ｉ）を、好適なアシル化試薬（例えば、Ｒ１－ＣＯＣｌ）でアシル化してエステルを形
成し、それをルイス酸条件下（例えば、ＡｌＣｌ３またはＢＦ３／ＨＯＡｃ錯体）で再編
成して、ケトン（ｉｉ）を得ることができる。ＮＸ１Ｓ（例えば、ＮＸ１Ｓ＝Ｎ－クロロ
スクシンアミド、Ｎ－ブロモスクシンアミドまたはＮ－ヨードスクシンアミド）を使用す
るケトン（ｉｉ）のハロゲン化により、Ｘ１＝Ｃｌ、Ｂｒ、またはＩである化合物（ｉｉ
ｉ）を得ることができる。フェノールを、標準的な条件（例えば、Ｋ２ＣＯ３などの無機
塩基、およびＥｔ－Ｉなどのハロゲン化アルキル）を使用してエーテル（ｉｖ）に変換す
ることができる。（ｉｖ）のハロ基を、Ｍがボロン酸、ボロン酸エステルまたは適切に置
換された金属である（例えば、Ｒ３－ＭがＲ３－Ｂ（ＯＨ）２、Ｒ３－Ｓｎ（Ｂｕ）４、
またはＺｎ－Ｒ３であり、Ｒ３が置換または非置換オレフィン、例えばビニルである）Ｒ
３－Ｍと、標準的な鈴木条件または標準的なスティル条件下（例えば、テトラキス（トリ
フェニルホスフィン）パラジウム（０）などのパラジウム（０）触媒および塩基（例えば
、炭酸水素塩または炭酸塩塩基）の存在下）でカップリングさせて、式（ｖ）の誘導体を
得ることができる。次いでシャープレスの条件を使用して、アルケンをジヒドロキシル化
して、ジオール（ｖｉ）を得ることができる。２級アルコールの１つのエナンチオマーの
強化は、標準的なシャープレス不斉ジヒドロキシル化法を使用して、達成することができ
る。２級アルコールを、６ステップのプロセス（例えば１級アルコールのシリル保護（例
えば、ＴＢＳ－ＣｌおよびＤＩＥＡ）、２級アルコールのメシル化、ＮａＮ３によるメシ
レートの置換、Ｐｈ３Ｐによるアジドの還元、得られた１級アミンのＢｏｃ保護、次いで
ＴＢＡＦによる１級アルコールのシリル保護基の脱保護）を介して、Ｎ－Ｂｏｃ保護アミ
ンに変換し、アミノ－アルコール（ｖｉｉ）を得ることができる。アミノ－アルコール（
ｖｉｉ）を、ホスゲンでの処理によりオキサゾリジノンに変換し、およびその後の、テト
ラヒドロホウ酸ナトリウムまたは水素化ホウ素ナトリウムなどの好適な試薬によるケトン
の還元により、アルコール（ｖｉｉｉ）を得、それを脱離基（例えば、脱離基は、塩化シ
アヌルとの反応による塩化物であるか、またはメタンスルホン酸無水物との反応によるメ
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シレートである）を有する誘導体（ｉｘ）に変換することができる。最後に、化合物（ｉ
ｘ）を、適切な複素環（ｘ）（例えば、３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリ
ミジン－４－アミンまたは４－アミノピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オ
ン）と、塩基性条件下（例えば、ＮａＨまたはＣｓ２ＣＯ３またはＫ２ＣＯ３）で反応さ
せて、式Ｉの化合物（ｘｉ）を得ることができる。
【０１９５】
スキームＸＩＸ
【化７１】

【０１９６】
方法
　本発明の化合物は、例えばホスホイノシチド３－キナーゼ（ＰＩ３Ｋ）を含む、種々の
キナーゼのうちの１つまたは複数の活性を調節することができる。「調節する」という用
語は、ＰＩ３Ｋファミリーの１つまたは複数のメンバーの活性を増加または減少させる能
力を指すことを意図する。従って、ＰＩ３Ｋと本明細書に記載される化合物または組成物
のうちのいずれか１つまたは複数を接触させることにより、ＰＩ３Ｋを調節する方法にお
いて、本発明の化合物を使用することができる。いくつかの実施形態において、本発明の
化合物は、１つまたは複数のＰＩ３Ｋの阻害剤として作用し得る。さらなる実施形態にお
いて、調節量の本発明の化合物またはその薬剤的に許容される塩を投与することにより、
本発明の化合物を、受容体の調節を必要とする個体において使用して、ＰＩ３Ｋの活性を
調節することができる。いくつかの実施形態において、調節することは阻害することであ
る。
【０１９７】
　がん細胞の増殖および生存が複数のシグナル伝達経路による影響を受けることを考慮す
ると、本発明は、薬剤耐性のキナーゼ変異体を特徴とする疾患状態の治療において有用で
ある。さらに、活性を調節するキナーゼにおいて異なる選好を示す異なるキナーゼ阻害剤
を、組み合わせて使用し得る。このアプローチは、複数のシグナル伝達経路を標的とする
ことににより、疾患状態の治療において非常に有効であり得、細胞において生じる薬剤耐
性の可能性を減少させ、かつ疾患に対する治療の毒性を減少させ得る。
【０１９８】
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　本発明の化合物が結合および／または調節する（例えば、阻害する）キナーゼには、Ｐ
Ｉ３Ｋファミリーのあらゆるメンバーが含まれる。いくつかの実施形態において、ＰＩ３
ＫはＰＩ３Ｋα、ＰＩ３Ｋβ、ＰＩ３Ｋγ、またはＰＩ３Ｋδである。いくつかの実施形
態において、ＰＩ３ＫはＰＩ３ＫγまたはＰＩ３Ｋδである。いくつかの実施形態におい
て、ＰＩ３ＫはＰＩ３Ｋγである。いくつかの実施形態において、ＰＩ３ＫはＰＩ３Ｋδ
である。いくつかの実施形態において、ＰＩ３Ｋには変異が含まれる。変異は、１つのア
ミノ酸の別のものによる置換、または１つまたは複数のアミノ酸の欠失であり得る。その
ような実施形態において、変異は、ＰＩ３Ｋのキナーゼドメインに存在し得る。
【０１９９】
　いくつかの実施形態においては、２つ以上の本発明の化合物を使用して、１つのキナー
ゼ（例えば、ＰＩ３ＫγまたはＰＩ３Ｋδ）の活性を阻害する。
【０２００】
　いくつかの実施形態においては、２つ以上の本発明の化合物を使用して、２つ以上のキ
ナーゼ、例えば少なくとも２つのキナーゼ（例えば、ＰＩ３ＫγまたはＰＩ３Ｋδ）を阻
害する。
【０２０１】
　いくつかの実施形態においては、化合物のうちの１つまたは複数を、別のキナーゼ阻害
剤と組み合わせて使用して、１つのキナーゼ（例えば、ＰＩ３ＫγまたはＰＩ３Ｋδ）の
活性を阻害する。
【０２０２】
　いくつかの実施形態においては、化合物のうちの１つまたは複数を、別のキナーゼ阻害
剤と組み合わせて使用して、２つ以上のキナーゼ（例えば、ＰＩ３ＫγまたはＰＩ３Ｋδ
）、例えば少なくとも２つのキナーゼの活性を阻害する。
【０２０３】
　本発明の化合物は、選択的であり得る。「選択的」とは、少なくとも１つの他のキナー
ゼと比較して、化合物が、より大きな親和性または作用強度で、それぞれ、キナーゼと結
合するかまたは阻害することを意味する。いくつかの実施形態において、本発明の化合物
は、ＰＩ３Ｋαおよび／またはＰＩ３Ｋβよりも、ＰＩ３ＫγまたはＰＩ３Ｋδに対して
選択的な阻害剤である。いくつかの実施形態において、本発明の化合物は、ＰＩ３Ｋδの
選択的阻害剤である（例えば、ＰＩ３Ｋα、ＰＩ３ＫβおよびＰＩ３Ｋγよりも）。いく
つかの実施形態において、本発明の化合物は、ＰＩ３Ｋγの選択的阻害剤である（例えば
、ＰＩ３Ｋα、ＰＩ３ＫβおよびＰＩ３Ｋδよりも）。いくつかの実施形態において、選
択性は、少なくとも約２倍、５倍、１０倍、少なくとも約２０倍、少なくとも約５０倍、
少なくとも約１００倍、少なくとも約２００倍、少なくとも約５００倍または少なくとも
約１０００倍であり得る。選択性は、当技術分野で通例の方法により、測定することがで
きる。いくつかの実施形態においては、各酵素のＫｍ　ＡＴＰ濃度において、選択性を試
験することができる。いくつかの実施形態においては、特定のＰＩ３Ｋキナーゼ活性と関
連する細胞アッセイにより、本発明の化合物の選択性を判定することができる。
【０２０４】
　本発明の別の態様は、個体において、キナーゼ（例えばＰＩ３Ｋ）関連疾患または障害
を治療することを、そのような治療を必要とする個体（例えば、患者）に、治療的有効量
または用量の１つまたは複数の本発明の化合物またはその医薬組成物を投与することによ
り行う方法に関する。ＰＩ３Ｋ関連疾患は、過剰発現および／または異常活性レベルを含
む、ＰＩ３Ｋの発現または活性と直接または間接的に関連するいかなる疾患、障害または
状態をも含み得る。いくつかの実施形態において、疾患は、Ａｋｔ（タンパク質キナーゼ
Ｂ）、ラパマイシンの哺乳類の標的（ｍＴＯＲ）、またはホスホイノシチド依存性キナー
ゼ１（ＰＤＫ１）と関連し得る。いくつかの実施形態において、ｍＴＯＲ関連疾患は、炎
症、アテローム性動脈硬化症、乾癬、再狭窄、良性前立腺肥大、骨障害、膵炎、血管新生
、糖尿病性網膜症、アテローム性動脈硬化症、関節炎、免疫学的障害、腎疾患、またはが
んであり得る。ＰＩ３Ｋ関連疾患はまた、ＰＩ３Ｋの活性を調節することにより予防、寛
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解、または治癒が可能な、いかなる疾患、障害または状態をも含み得る。いくつかの実施
形態において、疾患は、ＰＩ３Ｋの異常な活性を特徴とする。いくつかの実施形態におい
て、疾患は、変異体ＰＩ３Ｋを特徴とする。そのような実施形態において、変異は、ＰＩ
３Ｋのキナーゼドメインに存在し得る。
【０２０５】
　ＰＩ３Ｋ関連疾患の例としては、例えば、関節リウマチ、アレルギー、喘息、糸球体腎
炎、ループス、または上述のうちのいずれかに関連する炎症を含む系に関与する、免疫に
基づく疾患が挙げられる。
【０２０６】
　ＰＩ３Ｋ関連疾患のさらなる例としては、乳がん、前立腺がん、結腸がん、子宮内膜が
ん、脳がん、膀胱がん、皮膚がん、子宮がん、卵巣がん、肺がん、膵臓がん、腎臓がん、
胃がん、または血液がんなどのがんが挙げられる。
【０２０７】
　いくつかの実施形態において、血液がんは、急性骨髄芽球性白血病（ＡＭＬ）もしくは
慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）、またはＢ細胞リンパ腫である。
【０２０８】
　ＰＩ３Ｋ関連疾患のさらなる例としては、急性肺傷害（ＡＬＩ）および成人呼吸窮迫症
候群（ＡＲＤＳ）などの肺疾患が挙げられる。
【０２０９】
　ＰＩ３Ｋ関連疾患のさらなる例としては、変形性関節症、再狭窄、アテローム性動脈硬
化症、骨障害、関節炎、糖尿病性網膜症、乾癬、良性前立腺肥大、炎症、血管新生、膵炎
、腎疾患、炎症性腸疾患、重症筋無力症、多発性硬化症、またはシェーグレン症候群等が
挙げられる。
【０２１０】
　本明細書において使用される場合、「接触させること」という用語は、ｉｎ　ｖｉｔｒ
ｏ系またはｉｎ　ｖｉｖｏ系中で示される部分を一緒にすることを指す。例えば、ＰＩ３
Ｋを本発明の化合物と「接触させること」には、ＰＩ３Ｋを有する、ヒトなどの個体また
は患者に本発明の化合物を投与すること；および、例えばＰＩ３Ｋを含む細胞調製物また
は精製調製物を含む試料中に、本発明の化合物を導入すること、が含まれる。
【０２１１】
　本明細書において使用される場合、互換可能に使用される「個体」または「患者」とい
う用語は、哺乳類、好ましくはマウス、ラット、他の齧歯類、ウサギ、イヌ、ネコ、ブタ
、ウシ、ヒツジ、ウマ、または霊長類、および最も好ましくはヒトを含む、いかなる動物
をも指す。
【０２１２】
　本明細書において使用される場合、「治療的有効量」という表現は、組織、系、動物、
個体またはヒトにおいて、研究者、獣医、医師または他の臨床医により探求される、生物
学的応答または医薬応答を誘発する、活性化合物または医薬品の量を指す。いくつかの実
施形態において、患者または個体に投与される、化合物またはその薬剤的に許容される塩
の用量は、約１ｍｇ～約２ｇ、約１ｍｇ～約１０００ｍｇ、約１ｍｇ～約５００ｍｇ、約
１ｍｇ～約１００ｍｇ、約１ｍｇ～５０ｍｇ、または約５０ｍｇ～約５００ｍｇである。
【０２１３】
　本明細書において使用される場合、「治療すること」または「治療」という用語は：（
１）疾患を予防すること；例えば、疾患、状態または障害に対する素因を有し得るが、ま
だ疾患の病理または総体症状を経験していないかまたは示してはいない個体において、疾
患、状態または障害を予防すること；（２）疾患を阻害すること；例えば、疾患、状態ま
たは障害の病理または総体症状を経験しているかまたは示している個体において、疾患、
状態または障害を阻害すること（すなわち、病理および／または総体症状のさらなる進行
を抑止すること）；ならびに（３）疾患を寛解させること；例えば、疾患、状態または障
害の病理または総体症状を経験しているかまたは示している個体において、疾患、状態ま



(71) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

たは障害を寛解させること（すなわち、病理および／または総体症状を逆転させること）
、例えば疾患の重症度を減少させること；のうちの１つまたは複数を指す。
【０２１４】
併用療法
　ＰＩ３Ｋ関連疾患、障害または状態の治療のために、１つまたは複数の追加の医薬品、
例えば、化学療法薬、抗炎症薬、ステロイド剤、免疫抑制剤、ならびにＢｃｒ－Ａｂｌ、
Ｆｌｔ－３、ＥＧＦＲ、ＨＥＲ２、ＪＡＫ（例えば、ＪＡＫ１またはＪＡＫ２）、ｃ－Ｍ
ＥＴ、ＶＥＧＦＲ、ＰＤＧＦＲ、ｃＫｉｔ、ＩＧＦ－１Ｒ、ＲＡＦ、ＦＡＫ、ＡｋｔｍＴ
ＯＲ、ＰＩＭ、およびＡＫＴ（例えば、ＡＫＴ１、ＡＫＴ２、またはＡＫＴ３）キナーゼ
阻害剤、例えば、国際公開第２００６／０５６３９９号に記載されるもの、または治療用
抗体などの他の薬剤を、本発明の化合物と組み合わせて使用することができる。１つまた
は複数の追加の医薬品を、同時にまたは順次に、患者に投与することができる。
【０２１５】
　併用療法で使用するための抗体の例としては、限定されないが、トラスツズマブ（例え
ば抗ＨＥＲ２）、ラニビズマブ（例えば抗ＶＥＧＦ－Ａ）、ベバシズマブ（商標名アバス
チン、例えば抗ＶＥＧＦ、パニツムマブ（例えば抗ＥＧＦＲ）、セツキシマブ（例えば抗
ＥＧＦＲ）、リツキサン（抗ＣＤ２０）およびｃ－ＭＥＴに対する抗体が挙げられる。
【０２１６】
　以下の薬剤のうちの１つまたは複数を、本発明の化合物との組み合わせで使用すること
ができ、非限定的なリストとして提示する：細胞分裂阻害剤、シスプラチン、ドキソルビ
シン、タキソテール、タキソール、エトポシド、イリノテカン、カンプトスタール（camp
tostar）、トポテカン、パクリタキセル、ドセタキセル、エポチロン、タモキシフェン、
５－フルオロウラシル、メトトレキサート、テモゾロミド、シクロホスファミド、ＳＣＨ
６６３３６、Ｒ１１５７７７、Ｌ７７８，１２３、ＢＭＳ２１４６６２、イレッサ、タル
セバ、ＥＧＦＲに対する抗体、グリベック（商標）、イントロン、ａｒａ－Ｃ、アドリア
マイシン、シトキサン、ゲムシタビン、ウラシルマスタード、クロルメチン、イホスファ
ミド、メルファラン、クロラムブシル、ピポブロマン、トリエチレンメラミン、トリエチ
レンチオホスホラミン、ブスルファン、カルムスチン、ロムスチン、ストレプトゾシン、
ダカルバジン、フロクスウリジン、シタラビン、６－メルカプトプリン、６－チオグアニ
ン、リン酸フルダラビン、オキサリプラチン、ロイコボリン（leucovirin）、ＥＬＯＸＡ
ＴＩＮ（商標）、ペントスタチン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンデシン、ブレ
オマイシン、ダクチノマイシン、ダウノルビシン、ドキソルビシン、エピルビシン、イダ
ルビシン、ミトラマイシン、デオキシコホルマイシン、マイトマイシン－Ｃ、Ｌ－アスパ
ラギナーゼ、テニポシド１７．アルファ．－エチニルエストラジオール、ジエチルスチル
ベストロール、テストステロン、プレドニゾン、フルオキシメステロン、プロピオン酸ド
ロモスタノロン、テストラクトン、酢酸メゲストロール、メチルプレドニゾロン、メチル
テストステロン、プレドニゾロン、トリアムシノロン、クロロトリアニセン、ヒドロキシ
プロゲステロン、アミノグルテチミド、エストラムスチン、酢酸メドロキシプロゲステロ
ン、ロイプロリド、フルタミド、トレミフェン、ゴセレリン、シスプラチン、カルボプラ
チン、ヒドロキシ尿素、アムサクリン、プロカルバジン、ミトタン、ミトキサントロン、
レバミソール、ナベルビン（Navelbene）、アナストロゾール（Anastrazole）、レトラゾ
ール（Letrazole）、カペシタビン、レロキサフィン（Reloxafine）、ドロロキシフェン
（Droloxafine）、ヘキサメチルメラミン、アバスチン、ハーセプチン、ベキサール、ベ
ルケイド、ゼヴァリン、トリセノックス、ゼローダ、ビノレルビン、ポルフィマー、アー
ビタックス、リポソーマル、チオテパ、アルトレタミン、メルファラン、トラスツズマブ
、レトロゾール（Lerozole）、フルベストラント、エキセメスタン、フルベストラント、
イホスファミド（Ifosfomide）、リツキシマブ、Ｃ２２５、キャンパス、クロファラビン
、クラドリビン、アフィディコリン（aphidicolon）、リツキサン、スニチニブ、ダサチ
ニブ、テザシタビン（tezacitabine）、Ｓｍｌ１、フルダラビン、ペントスタチン、トリ
アピン、ジドックス（didox）、トリミドックス、アミドックス（amidox）、３－ＡＰ、
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ＭＤＬ－１０１，７３１、およびベンダムスチン（Treanda）。
【０２１７】
　化学療法薬の例としては、プロテオソーム阻害剤（例えば、ボルテゾミブ）、サリドマ
イド、レブリミド、およびＤＮＡ損傷剤、例えばメルファラン、ドキソルビシン、シクロ
ホスファミド、ビンクリスチン、エトポシド、カルムスチン等が挙げられる。
【０２１８】
　ステロイド剤の例としては、コルチコステロイド、例えばデキサメタゾンまたはプレド
ニゾンが挙げられる。
【０２１９】
　Ｂｃｒ－Ａｂｌ阻害剤の例としては、米国特許第５，５２１，１８４号、国際公開第０
４／００５２８１号、および米国特許出願番号第６０／５７８，４９１号に開示される属
および種の、化合物およびその薬剤的に許容される塩が挙げられる。
【０２２０】
　好適なＦｌｔ－３阻害剤の例としては、国際公開第０３／０３７３４７号、同第０３／
０９９７７１号、および同第０４／０４６１２０号に開示される、化合物およびそれらの
薬剤的に許容される塩が挙げられる。
【０２２１】
　好適なＲＡＦ阻害剤の例としては、国際公開第００／０９４９５号および同０５／０２
８４４４号に開示される、化合物およびそれらの薬剤的に許容される塩が挙げられる。
【０２２２】
　好適なＦＡＫ阻害剤の例としては、国際公開第０４／０８０９８０号、同０４／０５６
７８６号、同第０３／０２４９６７号、同第０１／０６４６５５号、同第００／０５３５
９５号、および同第０１／０１４４０２号に開示される、化合物およびそれらの薬剤的に
許容される塩が挙げられる。
【０２２３】
　好適なｍＴＯＲ阻害剤の例としては、国際公開第２０１１／０２５８８９号に開示され
る、化合物およびそれらの薬剤的に許容される塩が挙げられる。
【０２２４】
　いくつかの実施形態においては、特にイマチニブまたは他のキナーゼ阻害剤に耐性であ
る患者を治療するために、本発明の化合物を、イマチニブを含む１つまたは複数の他のキ
ナーゼ阻害剤と組み合わせて使用することができる。
【０２２５】
　いくつかの実施形態においては、本発明の化合物を、多発性骨髄腫などのがんの治療に
おいて、化学療法薬と組み合わせて使用することができ、化学療法薬単独に対する応答と
比較して、その毒性作用を悪化させることなく、治療応答を改善し得る。多発性骨髄腫の
治療において使用される追加の医薬品の例としては、限定されないが、例えばメルファラ
ン、メルファラン＋プレドニゾン［ＭＰ］、ドキソルビシン、デキサメタゾン、およびベ
ルケイド（ボルテゾミブ）を挙げることができる。多発性骨髄腫の治療において使用され
るさらなる追加の薬剤としては、Ｂｃｒ－Ａｂｌ、Ｆｌｔ－３、ＲＡＦおよびＦＡＫキナ
ーゼ阻害剤が挙げられる。相加効果または相乗効果が、本発明のＰＩ３Ｋ阻害剤と追加の
薬剤を組み合わせることの、望ましい結果である。さらに、デキサメタゾン等の薬剤に対
する多発性骨髄腫細胞の耐性は、本発明のＰＩ３Ｋ阻害剤による治療において、可逆性で
あり得る。薬剤を、単一または連続剤形で、本発明の化合物と組み合わせることができ、
または薬剤を別個の剤形として、同時にもしくは順次に投与することができる。
【０２２６】
　いくつかの実施形態においては、デキサメタゾンなどのコルチコステロイドを、本発明
の化合物と組み合わせて患者に投与し、ここでデキサメタゾンは、連続的ではなく断続的
に投与される。
【０２２７】
　いくつかのさらなる実施形態においては、本発明の化合物と他の治療薬との組み合わせ
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を、骨髄移植または幹細胞移植の前、間、および／または後に、患者に投与し得る。
【０２２８】
医薬製剤および剤形
　医薬品として用いる場合、本発明の化合物を、医薬組成物の形態で投与することができ
る。これらの組成物を、医薬品分野に周知の方法で調製することができ、ならびに、局所
治療または全身治療のどちらが望ましいかに応じて、および治療される部位に応じて、種
々の経路により投与することができる。投与は、局所投与（経皮、表皮、眼、ならびに鼻
腔内、膣および直腸を含む粘膜への送達を含む）、径肺投与（例えば、噴霧器によるもの
を含む散剤もしくはエアゾルの吸入または吹送；気管内または鼻腔内）、経口投与または
非経口投与であり得る。非経口投与には、静脈内、動脈内、皮下、腹腔内または筋肉内へ
の注射または注入；または頭蓋内、例えば、くも膜下腔内もしくは脳室内投与が含まれる
。非経口投与は、単回ボーラス投与の形態、または、例えば連続灌流ポンプによる形態で
あり得る。局所投与用の医薬組成物および製剤は、経皮パッチ剤、軟膏剤、ローション剤
、クリーム剤、ゲル剤、滴剤、坐剤、噴霧剤、液剤および散剤を含み得る。従来の医薬担
体、水性、粉末または油性基材、増粘剤等が必要であるかまたは望ましい場合もある。本
発明にはまた、活性成分として本発明の化合物またはその薬剤的に許容される塩を、１つ
または複数の薬剤的に許容される担体（賦形剤）との組み合わせで含む、医薬組成物も含
まれる。いくつかの実施形態において、組成物は、局所投与に好適である。本発明の組成
物の調製において、活性成分は一般的に賦形剤と混合され、賦形剤により希釈されるか、
または例えば、カプセル、サシェ、紙、または他の容器の形態の、そのような担体内に封
入される。賦形剤が希釈剤の機能を果たす場合、それは、活性成分のためのビヒクル、担
体または媒体として機能する固体、半固体、または液体材料であり得る。従って、組成物
は、錠剤、丸剤、散剤、トローチ剤、サシェ剤、カシェ剤、エリキシル剤、懸濁液、乳濁
液、溶液、シロップ剤、エアゾル剤（固体として、または液体媒体中の）、軟膏剤（例え
ば活性化合物を最大１０重量％を含む）、ソフトおよびハードゼラチンカプセル、坐剤、
無菌注射剤、ならびに無菌包装された散剤の形態であり得る。
【０２２９】
　製剤の調製において、活性化合物を他の成分と組み合わせる前に、粉砕して適切な粒径
にすることができる。活性化合物が実質的に不溶性である場合は、それを２００メッシュ
未満の粒径に粉砕することができる。活性化合物が実質的に水溶性である場合、製剤中で
実質的に均一に分布するように粉砕することにより、粒径を、例えば約４０メッシュに調
節することができる。
【０２３０】
　本発明の化合物を、湿式粉砕などの公知の粉砕手順を使用して粉砕し、錠剤形成および
他の製剤種類に適切な粒径を得ることができる。本発明の化合物の、微細化された（ナノ
微粒子）製剤を、当技術分野で公知のプロセスにより調製することができる。例えば、国
際出願第ＷＯ２００２／０００１９６号を参照のこと。
【０２３１】
　好適な賦形剤のいくつかの例としては、ラクトース、ブドウ糖、ショ糖、ソルビトール
、マンニトール、デンプン、アカシアガム、リン酸カルシウム、アルギネート、トラガン
ト、ゼラチン、ケイ酸カルシウム、微結晶セルロース、ポリビニルピロリドン、セルロー
ス、水、シロップ、およびメチルセルロースが挙げられる。製剤はさらに、タルク、ステ
アリン酸マグネシウム、および鉱物油などの滑沢剤；湿潤剤；乳化剤および懸濁化剤；メ
チルベンゾエートおよびプロピルヒドロキシベンゾエートなどの保存剤；甘味剤；ならび
に着香剤を含み得る。当技術分野で公知の手順を用いて患者に投与した後に、活性成分の
急速放出、徐放または遅延放出を提供するように、本発明の組成物を製剤し得る。
【０２３２】
　該組成物を単位剤形に製剤することができ、各用量は約５～約１０００ｍｇ（１ｇ）、
より一般的には約１００～約５００ｍｇの活性成分を含む。「単位剤形」という用語は、
ヒト対象および他の哺乳類のための単位用量として好適な、物理的に個別の単位を指し、
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各単位は、所望の治療的効果を生じるように計算された所定の量の活性材料を、好適な医
薬賦形剤とともに含む。
【０２３３】
　いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、約５～約５０ｍｇの活性成分を含む
。当業者は、これが、約５～約１０、約１０～約１５、約１５～約２０、約２０～約２５
、約２５～約３０、約３０～約３５、約３５～約４０、約４０～約４５、または約４５～
約５０ｍｇの活性成分を含む組成物を具体化するということを理解するであろう。
【０２３４】
　いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、約５０～約５００ｍｇの活性成分を
含む。当業者は、これが、約５０～約１００、約１００～約１５０、約１５０～約２００
、約２００～約２５０、約２５０～約３００、約３５０～約４００、または約４５０～約
５００ｍｇの活性成分を含む組成物を具体化するということを理解するであろう。
【０２３５】
　いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、約５００～約１０００ｍｇの活性成
分を含む。当業者は、これが、約５００～約５５０、約５５０～約６００、約６００～約
６５０、約６５０～約７００、約７００～約７５０、約７５０～約８００、約８００～約
８５０、約８５０～約９００、約９００～約９５０、または約９５０～約１０００ｍｇの
活性成分を含む組成物を具体化するということを理解するであろう。
【０２３６】
　本明細書に記載される化合物のものと類似する用量を、本発明の方法および使用におい
て用い得る。
【０２３７】
　活性化合物は、広範な用量範囲に渡って有効であり得、一般的に薬剤的有効量で投与さ
れる。しかしながら、実際に投与される化合物の量は、通常、治療される状態、選択され
た投与経路、実際に投与される化合物、個々の患者の年齢、体重、および応答、患者の症
状の重症度等を含む、関連する状況に応じて、医師により判断されるということが理解さ
れるであろう。
【０２３８】
錠剤などの固体組成物を調製するために、主要な活性成分を医薬賦形剤と混合して、本発
明の化合物の均一な混合物を含む、固体予備処方組成物を形成する。これらの予備処方組
成物を均一であると表す場合、組成物を、錠剤、丸剤およびカプセル剤などの同等に有効
な単位剤形中に容易に再分割し得るように、活性成分は一般的に、組成物に渡って均一に
分散している。次いで、例えば、約０．１～約１０００ｍｇの本発明の活性成分を含む、
上述の種類の単位剤形に、この固体予備処方を再分割する。
【０２３９】
　本発明の錠剤または丸剤を、コーティングするかまたは別の方法により配合して、持続
作用の利点を与える剤形を提供することができる。例えば、錠剤または丸剤は、外側の製
剤成分が内側の製剤成分を包み込む形態である、内側の製剤成分および外側の製剤成分を
含み得る。２つの成分は腸溶層により分離され得、腸溶層は、胃中での崩壊に耐え、内側
の成分を十二指腸にインタクトなまま通過させるかまたはその放出を遅延させる役割を果
たす。種々の材料を、そのような腸溶層またはコーティングのために使用することができ
、そのような材料としては、いくつかのポリマー酸、ならびにポリマー酸とシェラック、
セチルアルコール、および酢酸セルロース等の材料との混合物が挙げられる。
【０２４０】
　経口または注射による投与のために、本発明の化合物および組成物を組み込むことがで
きる液体形態としては、水溶液、好適に風味づけされたシロップ剤、水性または油性懸濁
液、および綿実油、ごま油、ヤシ油、またはピーナッツ油などの食用油を含む風味づけさ
れた乳濁液、ならびにエリキシル剤および類似の医薬ビヒクルが挙げられる。
【０２４１】
　吸入または吹送用の組成物としては、薬剤的に許容される、水性溶媒もしくは有機溶媒
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、またはその混合物中の溶液および懸濁液、ならびに散剤が挙げられる。液体または固体
組成物は、上述のとおり、好適な、薬剤的に許容される賦形剤を含み得る。いくつかの実
施形態においては、組成物を、局所または全身性作用のために、経口または経鼻呼吸経路
により投与する。不活性ガスの使用により、組成物を噴霧することができる。噴霧された
溶液を、噴霧デバイスから直接吸入することができ、または噴霧デバイスを顔用マスク、
テント、または間欠陽圧人工呼吸器に取り付けることもできる。溶液、懸濁液、または粉
末組成物を、適切な様式で製剤を送達するデバイスから、経口または経鼻投与することが
できる。
【０２４２】
　局所製剤は、１つまたは複数の従来の担体を含み得る。いくつかの実施形態において、
軟膏は、水、および例えば、流動パラフィン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、プ
ロピレングリコール、白色ワセリン等から選択される１つまたは複数の疎水性の担体を含
み得る。クリーム剤の担体組成物は、水と、グリセロールおよび１つまたは複数の他の成
分、例えばグリセリンモノステアリン酸、ＰＥＧ－グリセリンモノステアリン酸およびセ
チルステアリルアルコールとの組み合わせをベースとし得る。ゲル剤は、イソプロピルア
ルコールおよび水を、好適には他の成分、例えば、グリセロール、ヒドロキシエチルセル
ロース等と組み合わせて使用して、製剤することができる。いくつかの実施形態において
、局所製剤は、少なくとも約０．１、少なくとも約０．２５、少なくとも約０．５、少な
くとも約１、少なくとも約２、または少なくとも約５重量％の本発明の化合物を含む。局
所製剤を、例えば、乾癬または他の皮膚状態などの、選択された適応症の治療のための説
明書を所望により添付した、例えば１００ｇのチューブなどに、好適にパッケージするこ
とができる。
【０２４３】
　患者に投与される化合物または組成物の量は、投与するもの、予防または治療などの投
与の目的、患者の状態、投与方法等に応じて異なる。治療用途においては、すでに疾患を
患っている患者に、疾患の症状およびその合併症を治癒させるかまたは少なくとも部分的
に抑止するために十分な量で、組成物を投与する。有効な用量は、治療される疾患状態、
ならびに疾患の重症度、患者の年齢、体重および一般的な状態等の要因に応じた、担当医
による判断に依存する。
【０２４４】
　患者に投与する組成物は、上述の医薬組成物の形態であり得る。これらの組成物を、従
来の滅菌技術により滅菌するか、または滅菌濾過することができる。水溶液は、そのまま
使用するためにパッケージするか、または凍結乾燥することができ、凍結乾燥された製剤
は、投与前に無菌の水性担体と混合される。化合物製剤のｐＨは、一般的に３～１１の間
であり、より好ましくは５～９、最も好ましくは７～８である。前述の賦形剤、担体、ま
たは安定剤のうちのある特定のものの使用が、医薬塩の形成をもたらすということが、理
解されるであろう。
【０２４５】
　本発明の化合物の治療的用量は、例えば、治療が行われる特定の使用、化合物の投与方
法、患者の健康および状態、ならびに処方医の判断に応じて、変化し得る。医薬組成物中
の、本発明の化合物の割合または濃度は、用量、化学的特徴（例えば、疎水性）、および
投与経路を含む、いくつかの要因に応じて変化し得る。例えば、非経口投与のために、約
０．１～約１０重量／体積％の化合物を含む水性の生理緩衝溶液中で、本発明の化合物を
提供し得る。いくつかの一般的な用量範囲は、約１μｇ／ｋｇ体重／日～約１ｇ／ｋｇ体
重／日である。いくつかの実施形態において、用量範囲は、約０．０１ｍｇ／ｋｇ体重／
日～約１００ｍｇ／ｋｇ体重／日である。用量は、疾患または障害の種類および進行の程
度、特定の患者の全体的な健康状態、選択された化合物の相対的な生物学的有効性、賦形
剤の処方、およびその投与経路などの可変要素に、依存する可能性が高い。ｉｎ　ｖｉｔ
ｒｏまたは動物モデルの試験系から得られる用量反応曲線から、有効な用量を推定するこ
とができる。
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【０２４６】
　本発明の組成物は、化学療法薬、ステロイド剤、抗炎症化合物、または免疫抑制剤など
の、１つまたは複数の追加の医薬品をさらに含み得、その例は本明細書に記載される。
【０２４７】
標識化合物およびアッセイ方法
　本発明の別の態様は、撮像技術においてのみならず、ヒトを含む組織試料においてＰＩ
３Ｋを局在化および定量化するための、ならびに標識化合物の阻害結合によりＰＩ３Ｋリ
ガンドを特定するための、ｉｎ　ｖｉｔｒｏおよびｉｎ　ｖｉｖｏ両アッセイにおいても
有用であろう、標識された本発明の化合物（放射性標識、蛍光標識など）に関する。従っ
て、本発明には、そのような標識化合物を含むＰＩ３Ｋアッセイが含まれる。
【０２４８】
　本発明はさらに、同位体標識された本発明の化合物も含む。「同位体的に」または「放
射性標識された」化合物は、１つまたは複数の原子が、一般に自然界に存在する（すなわ
ち、天然に存在する）原子質量または質量数と異なる、原子質量または質量数を有する原
子により、置き換えられたかまたは置換された、本発明の化合物である。本発明の化合物
に組み込み得る好適な放射性核種としては、限定されないが、３Ｈ（トリチウムを表すＴ
とも表記される）、１１Ｃ、１３Ｃ、１４Ｃ、１３Ｎ、１５Ｎ、１５Ｏ、１７Ｏ、１８Ｏ
、１８Ｆ、３５Ｓ、３６Ｃｌ、８２Ｂｒ、７５Ｂｒ、７６Ｂｒ、７７Ｂｒ、１２３Ｉ、１

２４Ｉ、１２５Ｉおよび１３１Ｉが挙げられる。本発明の放射性標識化合物に組み込まれ
る放射性核種は、その放射標識化合物の特定の用途に依存する。例えば、ｉｎ　ｖｉｔｒ
ｏでのＰＩ３Ｋの標識および競合アッセイにおいては、３Ｈ、１４Ｃ、８２Ｂｒ、１２５

Ｉ、１３１Ｉ、または３５Ｓを組み込んだ化合物が、一般的に最も有用であろう。放射性
イメージング用途においては、１１Ｃ、１８Ｆ、１２５Ｉ、１２３Ｉ、１２４Ｉ、１３１

Ｉ、７５Ｂｒ、７６Ｂｒまたは７７Ｂｒが、一般的に最も有用であろう。
【０２４９】
「放射性標識された」または「標識化合物」は、少なくとも１つの放射性核種を組み込ん
だ化合物であることが理解される。いくつかの実施形態において、放射性核種は、３Ｈ、
１４Ｃ、１２５Ｉ、３５Ｓおよび８２Ｂｒから成る群から選択される。いくつかの実施形
態においては、本明細書に記載されるいずれかの化合物における１つまたは複数のＨ原子
が、それぞれ重水素原子により置換される。
【０２５０】
　本発明は、放射性同位元素を本発明の化合物に組み込むための合成方法を、さらに含み
得る。放射性同位元素を有機化合物に組み込むための合成方法は、当技術分野で公知であ
り、当業者は、本発明の化合物に適用可能な方法を容易に理解するであろう。
【０２５１】
　本発明の標識化合物をスクリーニングアッセイにおいて使用して、化合物を特定／評価
することができる。例えば、標識の追跡を介して、ＰＩ３Ｋと接触させる際のその濃度変
化をモニタすることにより、標識された、新たに合成されたかまたは特定された化合物（
すなわち、試験化合物）の、ＰＩ３Ｋと結合する能力を評価することができる。例えば、
ＰＩ３Ｋと結合することが知られる別の化合物（すなわち、標準化合物）の結合を減少さ
せる、（標識された）試験化合物の能力を評価することができる。従って、ＰＩ３Ｋとの
結合に対して標準化合物と競合する試験化合物の能力は、その結合親和性と直接相関する
。逆に、いくつかの他のスクリーニングアッセイにおいては、標準化合物を標識し、試験
化合物は標識しない。従って、標準化合物および試験化合物間の競合を評価するために、
標識された標準化合物の濃度をモニタし、試験化合物の相対的な結合親和性をこのように
確認する。
【０２５２】
キット
　本発明はまた、例えばがんなどの、ＰＩ３Ｋ関連疾患または障害の治療または予防にお
いて有用な、医薬品キットも含まれ、該キットには、治療的有効量の本発明の化合物を含
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む医薬組成物を含む、１つまたは複数の容器が含まれる。そのようなキットは、所望の場
合、当業者には容易に明らかとなる通り、１つまたは複数の種々の従来の医薬品キットの
構成要素、例えば、１つまたは複数の薬剤的に許容される担体を含む容器、追加の容器な
どを、さらに含み得る。投与される成分の量、投与のためのガイドライン、および／また
は成分を混合するためのガイドラインを示す、添付文書またはラベルのいずれかとしての
説明書もまた、キットに含まれ得る。
【０２５３】
　特定の実施例により、本発明をより詳細に説明する。以下の実施例は、例示の目的のた
めに提供され、いかなる様式においても、本発明を限定することを意図してはいない。当
業者は、変更または改変しても本質的に同一の結果をもたらし得る、種々の決定的ではな
いパラメータを、容易に理解するであろう。実施例の化合物は、本明細書に記載される少
なくとも１つのアッセイにより、ＰＩ３Ｋ阻害剤であることが判っている。
【実施例】
【０２５４】
　別途指示がない限り、１つまたは複数のキラル中心を含む以下の実施例の化合物は、ラ
セミ化合物の形態または異性体混合物として得た。以下の生成物のうちのいずれにおいて
示される塩の化学量論も、確率の高い化学量論を示すことのみを意図し、可能性のある、
他の化学量論での塩の形成を除外するものと解釈されるべきではない。「時間（h）」お
よび「分間（min）」という略語は、それぞれ時間および分間を示す。
【０２５５】
実施例１：　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル）
－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミンビス（トリフルオロアセテート）
【化７２】

【０２５６】
ステップ１：　１－（５－クロロ－２－ヒドロキシ－３－ヨード－４－メチルフェニル）
エタノン

【化７３】

　酢酸（３００ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２－ヒドロキシ－４－メチルフェニル）エ
タノン（オークウッド社（Oakwood）製、５０．０ｇ、２７１ｍｍｏｌ）撹拌溶液に、Ｎ
－ヨードスクシンイミド（７３．１ｇ、３２５ｍｍｏｌ）を添加し、得られた混合物を、
加熱マントル上、６０～８０℃で３．５時間に渡り撹拌し、次いで室温まで冷却し、一晩
撹拌した。水（５００ｍＬ）を、何回かに分けて混合物に添加し、それにより暗色の固体
が形成された。１０分間撹拌した後、追加の水で洗浄しながら、固体を濾過した。淡～濃
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褐色の固体を真空下で４時間乾燥し、次いで週末の間ずっと風乾して、８１．３ｇ（９７
％）の所望の生成物を得た。Ｃ９Ｈ９ＣｌＩＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝３１０．９；実測値：３１１．０。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３

）：　δ　１３．２１（ｓ、１Ｈ）、７．７１（ｓ、１Ｈ）、２．６５（ｓ、３Ｈ）、２
．６３（ｓ、３Ｈ）ｐｐｍ。
【０２５７】
ステップ２：　１－（５－クロロ－３－ヨード－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エ
タノン
【化７４】

　炭酸カリウム（７２．４ｇ、５２４ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２
５０ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２－ヒドロキシ－３－ヨード－４－メチルフェニル）
エタノン（８１．３ｇ、２６２ｍｍｏｌ）およびヨウ化メチル（１９．６ｍＬ、３１４ｍ
ｍｏｌ）混合物に添加した。混合物を、室温で４時間撹拌した。水（５００ｍＬ）を添加
し、１５分間撹拌した。暗色の固体を濾過し、真空中で乾燥して、４２．３ｇの所望の生
成物を得た。濾液をＥｔＯＡｃで抽出した（４ｘ）。合わせた濾液を水（２ｘ）およびブ
ラインで洗浄し、乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過し、濃縮した。固体を真空中で乾燥して、
追加の３７．２ｇの所望の生成物を得た。生成物を、さらに精製することなく使用した。
Ｃ１０Ｈ１１ＣｌＩＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２４．９；
実測値：３２５．０。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）：　δ　７．６２（ｓ
、１Ｈ）、３．７８（ｓ、３Ｈ）、２．６５（ｓ、３Ｈ）、２．６２（ｓ、３Ｈ）ｐｐｍ
。
【０２５８】
ステップ３：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－
メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
【化７５】

　亜鉛（１．７１ｇ、２６．２ｍｍｏｌ）をＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（４５．０ｍ
Ｌ）中に懸濁し、１，２－ジブロモエタン（２１０μＬ、２．５ｍｍｏｌ）を添加した。
混合物を、６０℃で１０分間加熱し、次いで室温まで冷却した。クロロトリメチルシラン
（３３０μＬ、２．６ｍｍｏｌ）を添加し、６０℃で１０分間撹拌し、室温まで冷却した
。次いでＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（５．０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－ヨード
アゼチジン－１－カルボキシレート（オークウッド社（Oakwood）製、６．２５ｇ、２２
．１ｍｍｏｌ）溶液を添加し、混合物を室温で１時間撹拌した。１－（５－クロロ－３－
ヨード－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エタノン（５．００ｇ、１５．４ｍｍｏｌ
）、トリ－（２－フリル）ホスフィン（３５８ｍｇ、１．５４ｍｍｏｌ）、およびトリス
（ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）（０．７０ｇ、０．７７ｍｍｏｌ）を順
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に添加し、反応混合物を７０℃まで温め、一晩撹拌した。混合物を室温まで冷却し、酢酸
エチル（ＥｔＯＡｃ）と飽和ＮＨ４Ｃｌ溶液に分配した。層を分離し、水層をＥｔＯＡｃ
でさらに抽出した（２ｘ）。合わせた有機物を水およびブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で
乾燥し、濃縮した。残渣を、シリカゲル上で、ヘキサン中０～３０％ＥｔＯＡｃで溶出し
て精製し、３．０ｇ（５５％）の橙色固体の所望の生成物を得た。Ｃ１８Ｈ２４ＣｌＮＯ

４ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３７６．１；実測値：３７６
．０。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）：　δ　７．５２（ｓ、１Ｈ）、４．
３２、（ｍ、２Ｈ）、４．１６（ｍ、３Ｈ）、３．６６（ｓ、３Ｈ）、２．５９（ｓ、３
Ｈ）、２．３１（ｓ、３Ｈ）、１．４５（ｓ、９Ｈ）ｐｐｍ。
【０２５９】
ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６
－メトキシ－２－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート
【化７６】

　０℃で撹拌中のメタノール（２０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５
－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート（１
．３ｇ、３．７ｍｍｏｌ）溶液に、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．１６７ｇ、４．
４１ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を、０～５℃で１時間撹拌した。反応物を水でクエン
チし、ＥｔＯＡｃで抽出した（３ｘ）。合わせた抽出物を、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し
、濃縮して、１．３ｇ（１００％）の所望の生成物を得た。Ｃ１８Ｈ２６ＣｌＮＯ４Ｎａ
についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３７８．２；実測値：３７８．１。
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）：　δ　７．３７（ｓ、１Ｈ）、５．１０（
ｑ、１Ｈ）、４．３０（ｍ、２Ｈ）、４．１４（ｍ、３Ｈ）、３．６３（ｓ、３Ｈ）、２
．２５（ｓ、３Ｈ）、１．４８（ｄ、３Ｈ）、１．４４（ｓ、９Ｈ）ｐｐｍ。
【０２６０】
ステップ５：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メ
トキシ－２－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート

【化７７】

　塩化シアヌル（アルドリッチ社（Aldrich）製、１．２２ｇ、６．６２ｍｍｏｌ）を、
フラスコ中に秤り入れ、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．５１２ｍＬ、６．６２ｍｍ
ｏｌ）を添加した。数分間撹拌した後、塩化メチレン（３０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル
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３－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル
］アゼチジン－１－カルボキシレート（１．５ｇ、４．２ｍｍｏｌ）溶液を添加した。得
られた混合物を、室温で一晩撹拌した。水を添加し、次いでジクロロメタンで希釈した。
層を分離し、有機物を、飽和ＮａＨＣＯ３溶液、水、ブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾
燥し、濃縮した。得られた残渣を、シリカゲル上で、ヘキサン中０～３５％ＥｔＯＡｃで
溶出して精製し、所望の生成物（１．３６ｇ、８６％）を得た。Ｃ１３Ｈ１７ＣｌＮＯに
ついてのＬＣＭＳ（Ｍ－Ｃｌ－Ｂｏｃ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２３８．１；実測値：２
３８．１。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）：　δ　７．４６（ｓ、１Ｈ）、
５．４４、（ｑ、１Ｈ）、４．３２（ｍ、２Ｈ）、４．１８－４．１０（ｍ、３Ｈ）、３
．６７（ｓ、３Ｈ）、２．２７（ｓ、３Ｈ）、１．７９（ｄ、３Ｈ）、１．４４（ｓ、９
Ｈ）ｐｐｍ。
【０２６１】
ステップ６：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６
－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
【化７８】

　室温にて、水素化ナトリウム（０．３２ｇ、８．０ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホ
ルムアミド（２０ｍＬ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４
－アミン（ケンブリッジ社（ChemBridge）製、０．５９ｇ、４．０ｍｍｏｌ）懸濁液に添
加した。得られた混合物を室温で２５分間撹拌し、その間に懸濁液はほぼ透明な溶液にな
った。得られた混合物に、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブ
チル３－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル
］アゼチジン－１－カルボキシレート（１．３５ｇ、３．６１ｍｍｏｌ、実施例１、ステ
ップ５より）溶液を添加した。混合物を、５０℃で一晩撹拌した。冷却後、混合物を水で
希釈し、ＥｔＯＡｃで抽出した（２ｘ）。合わせた抽出物を、水およびブラインで洗浄し
、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮した。得られた残渣を、シリカゲル上で、ジクロロメタン中
０～１０％ＭｅＯＨで溶出して精製し、１．０３ｇ（５９％）の黄色ゴム状の所望の生成
物を得た。ラセミ生成物を、１８ｍＬ／分の流量、４ｍｇ／注入にて、ヘキサン中１０％
エタノールで溶出する、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｘ－セルロース２カラム（２１．１
ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン粒径）に適用して、２つのエナンチオマーを得た。第１ピーク
の保持時間は８．３４分間であり、第２ピークの保持時間は１０．９２分間であった。ピ
ーク１（４６３ｍｇ）、Ｃ２４Ｈ３２ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝４８７．２；実測値：４８７．１。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ

３）：　δ　８．２１（ｓ、１Ｈ）、７．３７（ｓ、１Ｈ）、６．３０、（ｑ、１Ｈ）、
５．４０（ｓ、２Ｈ）、４．２３（ｍ、２Ｈ）、４．１７～４．００（ｍ、３Ｈ）、３．
５７（ｓ、３Ｈ）、２．５８（ｓ、３Ｈ）、２．１６（ｓ、３Ｈ）、１．７６（ｄ、３Ｈ
）、１．３７（ｓ、９Ｈ）ｐｐｍ。
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【０２６２】
ステップ７：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－メトキシ－４
－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
４－アミン二塩酸塩
【化７９】

　塩化メチレン（３．２ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３
－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ
－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（３１８ｍｇ
、０．６５３ｍｍｏｌ）（上述のピーク１）溶液に、１，４－ジオキサン中４．０Ｍの塩
化水素（１．６ｍＬ、６．５ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で７５分間
撹拌した。溶媒を蒸発させ、残渣を真空中で乾燥して、ビス－塩酸塩として、０．３０ｇ
の所望の生成物を得た。Ｃ１９Ｈ２４ＣｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝３８７．２；実測値：３８７．１。
【０２６３】
ステップ８：　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル
）－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミンビス（トリフルオロアセテート）

【化８０】

　塩化メチレン（１．０ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ
－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（５８ｍｇ、０．１３ｍｍｏｌ）、アセトン（１
８．５μＬ、０．２５２ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（５４．５μＬ、０．３９１
ｍｍｏｌ）混合物に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウムの樹脂（１０８ｍｇ、０．２
４９ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で３時間撹拌した。混合物を濾過し
、濃縮した。ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて
、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して、粗生成物
を精製し、ＴＦＡ塩として、５０ｍｇ（６０％）の所望の生成物を得た。Ｃ２２Ｈ３０Ｃ
ｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２９．２；実測値：４２９
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．１。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、
ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．４７（ｓ、１Ｈ）、７．４６（ｓ、１Ｈ）、６．２９（ｑ
、Ｊ＝６．９Ｈｚ、１Ｈ）、４．５２（ｍ、２Ｈ）、４．２１（ｍ、１Ｈ）、４．１５（
ｔ、Ｊ＝９．８Ｈｚ、１Ｈ）、４．０６（ｔ、Ｊ＝９．７Ｈｚ、１Ｈ）、３．５３（ｓ、
３Ｈ）、３．３９～３．２７（ｍ、１Ｈ）、２．６１（ｓ、３Ｈ）、２．１１（ｓ、３Ｈ
）、１．７５（ｄ、Ｊ＝６．８Ｈｚ、３Ｈ）、１．１１（ｄｄ、Ｊ＝６．０、３．８Ｈｚ
、６Ｈ）ｐｐｍ。
【０２６４】
実施例２：　１－｛１－［３－（１－アセチルアゼチジン－３－イル）－５－クロロ－２
－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－４－アミントリフルオロアセテート
【化８１】

【０２６５】
ステップ１：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－メトキシ－４
－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
４－アミン二塩酸塩
【化８２】

　塩化メチレン（１．５ｍＬ）中のラセミのｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－ア
ミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５
－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（１
４６ｍｇ、０．３００ｍｍｏｌ）（実施例１、ステップ６からのラセミ中間体）溶液に、
１，４－ジオキサン中４．０Ｍの塩化水素（０．７５ｍＬ、３．０ｍｍｏｌ）を添加した
。室温で２時間撹拌した後、溶媒を蒸発させ、得られた残渣を真空中で乾燥しで、塩酸塩
として、１３８ｍｇの所望の生成物を得た。Ｃ１９Ｈ２４ＣｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ
（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３８７．２；実測値：３８７．１。
【０２６６】
ステップ２：　１－｛１－［３－（１－アセチルアゼチジン－３－イル）－５－クロロ－
２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
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ｄ］ピリミジン－４－アミントリフルオロアセテート
【化８３】

　塩化メチレン（０．２０ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロ
ロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（２０．０ｍｇ、０．０４３５ｍｍｏｌ、実施
例２、ステップ１より）およびトリエチルアミン（３０．３μＬ、０．２１７ｍｍｏｌ）
混合物に、塩化アセチル（６．１８μＬ、０．０８７０ｍｍｏｌ）を添加した。得られた
混合物を、室温で一晩撹拌した。溶媒を蒸発させ、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ
１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃
度勾配で溶出）を使用して、粗成生物を精製し、ＴＦＡ塩として、所望の生成物を得た。
生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２１Ｈ２６ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ
（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２９．２；実測値：４２９．１。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．３５（ｓ、１Ｈ）、７．３４（ｓ、１Ｈ）、６．
２６（ｑ、１Ｈ）、４．５０（ｍ、１Ｈ）、４．２８～４．２０（ｍ、２Ｈ）、４．０１
（ｍ、１Ｈ）、３．８８（ｍ、１Ｈ）、３．５２（ｓ、３Ｈ）、２．５８（ｓ、３Ｈ）、
２．１８（ｓ、３Ｈ）、１．７５～１．７１（ｍ、６Ｈ）ｐｐｍ。
【０２６７】
実施例３：　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－プロピオ
ニルアゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミントリフルオロアセテート
【化８４】

　塩化アセチルの代わりに塩化プロパノイルを使用し、実施例２と類似した手順を使用し
て、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２２Ｈ２８Ｃｌ
Ｎ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４３．２；実測値：４４３
．２。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．３０（ｓ、１Ｈ）、７
．３３（ｓ、１Ｈ）、６．２５（ｑ、１Ｈ）、４．４９（ｍ、１Ｈ）、４．２７～４．１
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８（ｍ、２Ｈ）、４．０２（ｍ、１Ｈ）、３．９０（ｍ、１Ｈ）、３．５４（ｓ、３Ｈ）
、２．５７（ｓ、３Ｈ）、２．１８（ｓ、３Ｈ）、２．０５（ｑ、２Ｈ）、１．７２（ｄ
、３Ｈ）、０．９３（ｔ、３Ｈ）ｐｐｍ。
【０２６８】
実施例４：　１－（１－｛５－クロロ－３－［１－（シクロプロピルメチル）アゼチジン
－３－イル］－２－メトキシ－４－メチルフェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミンビス（トリフルオロアセテート）
【化８５】

　実施例２、ステップ１からのラセミの１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－ク
ロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩、およびアセトンの代わりにシクロプロパン
カルボアルデヒド（アルドリッチ社（Aldrich）製）を用いて、実施例１と類似した手順
を使用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２３Ｈ

３０ＣｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４１．２；実測値：
４４１．１。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．０６（ｓ、１
Ｈ）、７．１３（ｓ、１Ｈ）、５．９６（ｑ、１Ｈ）、４．２２（ｍ、２Ｈ）、４．０７
（ｍ、１Ｈ）、３．９０（ｍ、１Ｈ）、３．８０（ｍ、１Ｈ）、３．２４（ｓ、３Ｈ）、
２．６８（ｔ、２Ｈ）、２．２１（ｓ、３Ｈ）、１．８０（ｓ、３Ｈ）、１．４５（ｄ、
３Ｈ）、０．６４（ｍ、１Ｈ）、０．２４（ｍ、２Ｈ）、０．０１（ｍ、２Ｈ）ｐｐｍ。
【０２６９】
実施例５：　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－メチルア
ゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－４－アミン
【化８６】

　実施例２、ステップ１からのラセミの１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－ク
ロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩、およびアセトンの代わりにホルムアルデヒ
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ドを用いて、実施例１と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニ
ウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して、粗生成物を精製し、所
望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２０Ｈ２６ＣｌＮ６Ｏに
ついてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４０１．２；実測値：４０１．２。
【０２７０】
実施例６：　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－エチルアゼチジン－３－イル）－２－
メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－４－アミン
【化８７】

　実施例２、ステップ１からのラセミの１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－ク
ロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩、およびアセトンの代わりにアセトアルデヒ
ドを用いて、実施例１と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニ
ウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して、粗生成物を精製し、所
望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２１Ｈ２８ＣｌＮ６Ｏに
ついてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４１５．２；実測値：４１５．１。
【０２７１】
実施例７：　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソブチルアゼチジン－３－イル）－
２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化８８】

　実施例２、ステップ１からのラセミの１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－ク
ロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸、およびアセトンの代わりにイソブチルアルデ
ヒドを用いて、実施例１と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。ＲＰ－ＨＰ
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ＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモ
ニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して、粗生成物を精製し、
所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２３Ｈ３２ＣｌＮ６Ｏ
についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４３．２；実測値：４４３．１。１

Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）：　δ　８．２９（ｓ、１Ｈ）、７．３８（ｓ
、１Ｈ）、６．３７（ｑ、１Ｈ）、５．３７（ｓ、２Ｈ）、４．０１（ｍ、２Ｈ）、３．
８７（ｍ、１Ｈ）、３．５７（ｓ、３Ｈ）、３．０５（ｔ、１Ｈ）、２．８６（ｔ、１Ｈ
）、２．６４（ｓ、３Ｈ）、２．１８（ｄ、２Ｈ）、２．１１（ｓ、３Ｈ）、１．８２（
ｄ、３Ｈ）、１．６２（ｍ、１Ｈ）、０．８９（ｄ、６Ｈ）ｐｐｍ。
【０２７２】
実施例８：　１－｛１－［３－（１－ｓｅｃ－ブチルアゼチジン－３－イル）－５－クロ
ロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化８９】

　実施例２、ステップ１からのラセミの１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－ク
ロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩、およびアセトンの代わりに、２－ブタノン
を用いて、実施例１と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。ＲＰ－ＨＰＬＣ
（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウ
ムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して、粗生成物を精製し、所望
の生成物を得た。生成物を、ジアステレオマーの混合物として単離した。Ｃ２３Ｈ３２Ｃ
ｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４３．２；実測値：４４３
．１。
【０２７３】
実施例９：　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－３－［１－（２－メトキシエチル
）アゼチジン－３－イル］－４－メチルフェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン

【化９０】
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　実施例２、ステップ１からのラセミの１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－ク
ロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩、およびアセトンの代わりにメトキシアセト
アルデヒドを用いて、実施例１と類似した手順を使用し、この化合物を調製した。ＲＰ－
ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化ア
ンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して、粗生成物を精製
し、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２２Ｈ３０ＣｌＮ

６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４５．２；実測値：４４５．
２。
【０２７４】
実施例１０：　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ－メチルアゼチジン－１－カルボキサミド
【化９１】

　塩化アセチルの代わりにメチルイソシアネートを用いて、実施例２と類似した手順を使
用して、この化合物を調製した。ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０
ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾
配で溶出）を使用して、粗生成物を精製し、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合
物として単離した。Ｃ２１Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝４４４．２；実測値：４４４．２。
【０２７５】
実施例１１：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）

【化９２】
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ステップ１：　１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エ
タノン
【化９３】

　酢酸（１００ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エタ
ノン（５．００ｇ、２５．２ｍｍｏｌ、オークウッド社（Oakwood）製）撹拌溶液に、Ｎ
－ブロモスクシンイミド（４．９３ｇ、２７．７ｍｍｏｌ）を添加し、得られた混合物を
、１００℃で１８時間加熱した。周囲温度まで冷却した後、反応混合物を真空中で濃縮し
、次いで飽和炭酸水素ナトリウムで中和し、不溶性スクシンイミドを濾過して除去した。
濾液をＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾
燥し、次いで、減圧下で乾燥するまで濃縮した。残渣を、シリカゲル上で、ヘキサン中０
～５０％ＥｔＯＡｃで溶出して精製し、所望の生成物（２．６６ｇ、３８％）を得た。Ｃ

１０Ｈ１１ＢｒＣｌＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２７７．０；
実測値：２７７．０。１Ｈ　ＮＭＲ（ＤＭＳＯ－ｄ６、３００ＭＨｚ）：　δ　７．７０
（１Ｈ、ｓ）、３．７７（３Ｈ、ｓ）、２．５７（３Ｈ、ｓ）、２．５０（３Ｈ、ｓ）ｐ
ｐｍ。
【０２７７】
ステップ２：　５－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化９４】

　１，４－ジオキサン（６ｍＬ）中の１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４
－メチルフェニル）エタノン（０．３８ｇ、１．４ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチル－
５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリ
ジン－２－カルボキサミド（ペプテック社（PepTech）製、０．４６ｇ、１．６ｍｍｏｌ
）の混合物に、水（２ｍＬ）中炭酸カリウム（０．３８ｇ、２．７ｍｍｏｌ）を添加した
。反応混合物をＮ２で通気した。テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０
）（０．０９５ｇ、０．０８２ｍｍｏｌ）を添加し、反応物を１００℃で一晩撹拌した。
反応物を水で希釈し、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濃
縮し、シリカゲル上（ヘキサン中０～１００％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製して、所望の生
成物を得た。Ｃ１８Ｈ２０ＣｌＮ２Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝３４７．１；実測値：３４７．１
【０２７８】
ステップ３：　５－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－
メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
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　０℃で冷却されたメタノール（２ｍＬ）中の５－（３－アセチル－５－クロロ－２－メ
トキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１０
６ｍｇ、０．３０６ｍｍｏｌ）溶液に、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（１４ｍｇ、０．
３７ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を室温で１時間撹拌し、次いで水でクエンチし、Ｅｔ
ＯＡｃで抽出した。有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮して、未精製のアルコールを得た
。Ｃ１８Ｈ２２ＣｌＮ２Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３４９．
１；実測値：３４９．１。
【０２７９】
ステップ４：　５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチ
ルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化９６】

　塩化シアヌル（８５ｍｇ、０．４６ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０
．０３６ｍＬ、０．４６ｍｍｏｌ）に、室温で添加した。白色固体の形成後（１０分間）
、塩化メチレン（２ｍＬ）を添加し、その後５－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエ
チル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボ
キサミド（１１５ｍｇ、０．３３０ｍｍｏｌ、実施例１１、ステップ３より）を添加した
。添加後、混合物を室温で一晩撹拌した。水を添加し、次いでジクロロメタンで希釈した
。有機相を、飽和ＮａＨＣＯ３溶液、水およびブラインで洗浄し、次いで、ＭｇＳＯ４で
乾燥し、濃縮した。残渣をシリカゲル上（ヘキサン中０～８０％ＥｔＯＡｃで溶出）で精
製して、所望の生成物（７６ｍｇ、６３％）を得た。Ｃ１８Ｈ２１Ｃｌ２Ｎ２Ｏ２につい
てのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３６７．１；実測値：３６７．０。
【０２８０】
ステップ５：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
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【化９７】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．４ｍＬ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（６．１ｍｇ、０．０４１ｍｍｏｌ）溶液に、水素化ナ
トリウム（６０％、２．０ｍｇ、０．０８２ｍｍｏｌ）を０℃で添加し、混合物を室温で
１０分間撹拌した。得られた混合物に、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．２ｍＬ）中
の５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１５．０ｍｇ、０．０４０８ｍｍｏ
ｌ）溶液を添加した。混合物を、室温で一晩撹拌した。未精製の混合物を、ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含む
アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製し、ビス－ＴＦＡ塩として所望の生成物を
得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２４Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８０．２；実測値：４８０．１。
【０２８１】
実施例１２：　５－｛３－［１－（４－アミノ－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン
－７－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミドトリフルオロアセテート
【化９８】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．９１ｍＬ）中の７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－４－アミンサルフェート（オークウッド社（Oakwood）製、２０ｍｇ、０．０８
６ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（４２ｍｇ、０．１３ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（１
．４ｍｇ、０．００８６ｍｍｏｌ）混合物に、５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチ
ル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキ
サミド（３２ｍｇ、０．０８６ｍｍｏｌ）を添加し、得られた混合物を１４０℃で１時間
撹拌した。混合物をメタノールで希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラ
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ム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で
溶出）で精製して、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２

４Ｈ２６ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６５．２；実
測値：４６５．１。
【０２８２】
実施例１３：　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミンビス（トリフルオロアセテート）
【化９９】

【０２８３】
ステップ１：　１－（５－クロロ－４－フルオロ－２－ヒドロキシフェニル）エタノン

【化１００】

　４－クロロ－３－フルオロフェノール（アルドリッチ社（Aldrich）製、２０ｇ、１０
０ｍｍｏｌ）に、塩化アセチル（１４．１ｍＬ、１９９ｍｍｏｌ）を、Ｎ２下、撹拌しな
がら添加した。得られた混合物は、室温で透明な溶液に素早く変化し、それを６０℃で2
時間加熱した。得られた混合物に、三塩化アルミニウム（２５．０ｇ、１８７ｍｍｏｌ）
を何回かに分けて添加し、反応混合物を、１８０℃で３０分間加熱した。固体を、高温度
でゆっくり溶解した。次いで、固体がフラスコ内に薄層を形成するように、フラスコを注
意深く回しながら、反応混合物を室温まで冷却し、次いで、氷浴中で冷却しながら、１．
０ＮのＨＣｌ（３００ｍＬ）でゆっくりとクエンチし、一晩撹拌した。黄色の沈殿物を水
で洗浄し、真空下で乾燥して、黄色の固体の所望の生成物（２３．８ｇ）を得、それをさ
らに精製することなく、次のステップで直接使用した。
【０２８４】
ステップ２：　１－（５－クロロ－４－フルオロ－２－ヒドロキシ－３－ヨードフェニル
）エタノン

【化１０１】

　酢酸（１００ｍＬ）中の１－（５－クロロ－４－フルオロ－２－ヒドロキシフェニル）
エタノン（２３．８ｇ、１２６ｍｍｏｌ）溶液を、Ｎ－ヨードスクシンイミド（３４．１
ｇ、１５１ｍｍｏｌ）で処理し、７０℃で２時間撹拌した。反応混合物を濃縮し、ＥｔＯ
Ａｃで希釈し、発泡が止まるまで、飽和ＮａＨＣＯ３溶液でクエンチした。有機層を分離
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し、水で洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、除去して、所望の生成物を得、それをさらに精製
することなく、次のステップで使用した。
【０２８５】
ステップ３：　１－（５－クロロ－４－フルオロ－３－ヨード－２－メトキシフェニル）
エタノン
【化１０２】

　１－（５－クロロ－４－フルオロ－２－ヒドロキシ－３－ヨードフェニル）エタノン（
１３ｇ、４１ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（４１．３ｍＬ）中に溶解し
た。ヨウ化メチル（３．９ｍＬ、６２ｍｍｏｌ）、その後炭酸カリウム（１１ｇ、８３ｍ
ｍｏｌ）を添加した。反応物を、６０℃で１時間加熱した。混合物を室温まで冷却し、エ
ーテルで希釈した。有機層を分離して合わせ、水で洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮し
、シリカゲル上（ヘキサン中０～１０％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製して、所望の生成物（
１０ｇ、７０％）を得た。Ｃ９Ｈ８ＣｌＦＩＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝３２８．９；実測値：３２８．９。
【０２８６】
ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５－クロロ－６－フルオロ－２－
メトキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート

【化１０３】

　亜鉛（０．６８２ｇ、１０．４ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１２ｍ
Ｌ）中の１，２－ジブロモエタン（０．０５９８ｍＬ、０．６９４ｍｍｏｌ）で懸濁した
。混合物を７０℃で１０分間加熱し、次いで室温まで冷却した。クロロトリメチルシラン
（０．０８８ｍＬ、０．６９ｍｍｏｌ）を滴加し、撹拌を１時間続けた。次いで、Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド（１０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－ヨードアゼチジン－１－
カルボキシレート（２．５ｇ、８．７ｍｍｏｌ）溶液を添加し、混合物を４０℃で１時間
加熱し、その後Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２０ｍＬ）中の１－（５－クロロ－４－
フルオロ－３－ヨード－２－メトキシフェニル）エタノン（３．０ｇ、９．１ｍｍｏｌ）
、トリス（ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）（０．１６ｇ、０．１７ｍｍｏ
ｌ）およびトリ－（２－フリル）ホスフィン（０．０８１ｇ、０．３５ｍｍｏｌ）混合物
を添加した。反応混合物を７０℃まで温め、一晩撹拌した。次いで混合物を室温まで冷却
し、エーテルと飽和ＮＨ４Ｃｌ溶液に分配した。有機層を水で洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥
し、濃縮し、シリカゲル上（ヘキサン中０～２５％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製して、所望
の生成物（０．８ｇ）を得た。Ｃ１７Ｈ２１ＣｌＦＮＯ４ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３８０．１；実測値：３８０．１。
【０２８７】
ステップ５：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－２－フルオロ－５－（１－ヒドロキ
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【化１０４】

　０℃で冷却されたメタノール（３ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５
－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート（
０．１７ｇ、０．４８ｍｍｏｌ）溶液に、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．０２２ｇ
、０．５７ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を室温で１時間撹拌し次いで水でクエンチし、
ＥｔＯＡｃで抽出した。有機層を合わせ、ＭｇＳＯ４で乾燥し濃縮して、未精製のアルコ
ールを得た（０．１９ｇ）。Ｃ１７Ｈ２３ＣｌＦＮＯ４ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎ
ａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３８２．１；実測値：３８２．０。
【０２８８】
ステップ６：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－２－フ
ルオロ－６－メトキシフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート

【化１０５】

　塩化シアヌル（１４０ｍｇ、０．７８ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（
０．０５９ｍＬ、０．７７ｍｍｏｌ）に、室温で添加した。白色固体の形成後（約１０分
間）、塩化メチレン（４ｍＬ）、その後ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－２－フルオ
ロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシフェニル］アゼチジン－１－カルボキ
シレート（１９７ｍｇ、０．５４７ｍｍｏｌ）を添加した。添加後、混合物を室温で一晩
撹拌した。水を添加し、次いでジクロロメタンで希釈した。有機相を、飽和ＮａＨＣＯ３

溶液、水およびブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮した。得られた残渣を、シ
リカゲル上（ヘキサン中０～３０％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製して、所望の生成物（１１
０ｍｇ、５３％）を得た。
【０２８９】
ステップ７：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２
－メトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
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【化１０６】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．６ｍＬ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（７．９ｍｇ、０．０５３ｍｍｏｌ）溶液に、水素化ナ
トリウム（６０％、２．５ｍｇ、０．１１ｍｍｏｌ）を０℃で添加し、混合物を室温で１
０分間撹拌した。混合物に、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．３ｍＬ）中のｔｅｒｔ
－ブチル３－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－２－フルオロ－６－メトキシフ
ェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート（２０ｍｇ、０．０５３ｍｍｏｌ）溶液を添
加した。反応混合物を、３５℃で一晩撹拌し、次いで水でクエンチし、エーテルで抽出し
た。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮して、所望の生成物を得、それを次のス
テップで直接使用した。Ｃ２３Ｈ２９ＣｌＦＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝４９１．２；実測値：４９１．１。
【０２９０】
ステップ８：　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミンビス（トリフルオロアセテート）

【化１０７】

　塩化メチレン（０．２ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３
－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ
－６－フルオロ－２－メトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（１４ｍｇ
、０．０２８ｍｍｏｌ）混合物を、室温で１時間、ジオキサン中４．０Ｍの塩化水素（０
．２ｍＬ、０．８ｍｍｏｌ）で処理し、次いで溶媒を除去して、１－［１－（３－アゼチ
ジン－３－イル－５－クロロ－４－フルオロ－２－メトキシフェニル）エチル］－３－メ
チル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン塩酸塩を得た。アセトニト
リル（０．１ｍＬ）／メタノール（０．１ｍＬ）／テトラヒドロフラン（０．１ｍＬ）中
の未精製の塩酸塩混合物に、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（０．１ｍＬ、０．６
ｍｍｏｌ）、その後アセトン（０．０５０ｍＬ、０．６８ｍｍｏｌ）を添加した。混合物
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４ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を室温で一晩撹拌し、次いでクエンチし、ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含む
アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、ＴＦＡ塩として、所望の生成物を得
た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２１Ｈ２７ＣｌＦＮ６ＯについてのＬＣ
ＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３３．２；実測値：４３３．１。
【０２９１】
実施例１４：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
【化１０８】

【０２９２】
ステップ１：　１－（５－クロロ－２－エトキシ－３－ヨード－４－メチルフェニル）エ
タノン
【化１０９】

　１－（５－クロロ－２－ヒドロキシ－３－ヨード－４－メチルフェニル）エタノン（１
８．９ｇ、６０．９ｍｍｏｌ）（実施例１、ステップ１より）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホル
ムアミド（６０．８ｍＬ）中に溶解した。ヨードエタン（７．３ｍＬ、９１ｍｍｏｌ）、
その後炭酸カリウム（１７ｇ、１２０ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を、６０℃で１時間
加熱した。混合物を室温まで冷却し、エーテルで希釈した。有機層を合わせ、水で洗浄し
、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮し、シリカゲル上（ヘキサン中０～１０％ＥｔＯＡｃで溶出
）で精製して、所望の生成物（１８．９ｇ、９１．７％）を得た。Ｃ１１Ｈ１３ＣｌＩＯ

２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３３９．０；実測値：３３９．０。
【０２９３】
ステップ２：　５－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
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　１，４－ジオキサン（１０ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２－エトキシ－３－ヨード－
４－メチルフェニル）エタノン（０．６９ｇ、２．０ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチル
－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピ
リジン－２－カルボキサミド（０．６８ｇ、２．４ｍｍｏｌ）混合物に、水（３ｍＬ、２
００ｍｍｏｌ）中の炭酸カリウム（０．５６ｇ、４．１ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を
Ｎ２で通気した。テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（０．２４ｇ
、０．２０ｍｍｏｌ）を添加し、Ｎ２を通気した。反応物を、９５℃で一晩撹拌した。反
応物を水で希釈し、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮
し、シリカゲル上（ヘキサン中０～９０％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製して、所望の生成物
（０．６ｇ、８２％）を得た。Ｃ１９Ｈ２２ＣｌＮ２Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝３６１．１；実測値：３６１．０。
【０２９４】
ステップ３：　５－［３－クロロ－６－エトキシ－５－（１－ヒドロキシエチル）－２－
メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド

【化１１１】

　０℃で冷却したメタノール（１０ｍＬ）中の５－（３－アセチル－５－クロロ－２－エ
トキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（０．
６０ｇ、１．７ｍｍｏｌ）溶液に、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．０７５ｇ、２．
０ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を室温で１時間撹拌し、次いで水でクエンチし、ＥｔＯ
Ａｃで抽出した。抽出物をＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮して、未精製のアルコールを得た（
０．６ｇ）。Ｃ１９Ｈ２４ＣｌＮ２Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝３６３．１；実測値：３６３．０。
【０２９５】
ステップ４：　５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－エトキシ－２－メチ
ルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
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【化１１２】

　塩化シアヌル（０．４３ｇ、２．３ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０
．１８ｍＬ、２．３ｍｍｏｌ）に、室温で添加した。白色固体の形成後（１０分間）、塩
化メチレン（１０ｍＬ）を添加し、その後５－［３－クロロ－６－エトキシ－５－（１－
ヒドロキシエチル）－２－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキ
サミド（０．６ｇ、２ｍｍｏｌ）を添加した。添加後、混合物を室温で一晩撹拌し、次い
でジクロロメタンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３溶液で洗浄した。有機層をＭｇＳＯ４で乾
燥し、濃縮した。残渣をシリカゲル上（ヘキサン中０～５０％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製
して、所望の生成物（０．５８、９０％）を得た。Ｃ１９Ｈ２３Ｃｌ２ＮＯ２についての
ＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３８１．１；実測値：３８１．０。
【０２９６】
ステップ５：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）

【化１１３】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（３ｍＬ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン（４７ｍｇ、０．３１ｍｍｏｌ）溶液に、水素化ナトリウム
（６０％、１２．６ｍｇ、０．５２４ｍｍｏｌ）を０ｏＣで添加し、得られた混合物を室
温で１０分間撹拌した。混合物に、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１ｍＬ）中の５－［
３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－エトキシ－２－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ
－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１００ｍｇ、０．３ｍｍｏｌ、実施例１４、
ステップ４より）溶液を添加した。反応物を、３５℃で一晩撹拌した。反応をクエンチし
、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５
％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）に供して、ビス－ＴＦＡ塩として
、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２５Ｈ２９ＣｌＮ７

Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９４．２；実測値：４９４．１
。
【０２９７】
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実施例１５：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化１１４】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１ｍＬ）中の３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン（ＣＮＨテクノロジー社製、１２０ｍｇ、０．４６ｍｍｏｌ
）、炭酸セシウム（２００ｍｇ、０．６２ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（７．０ｍｇ
、０．０４２ｍｍｏｌ）混合物に、５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－
エトキシ－２－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１
６０ｍｇ、０．４２ｍｍｏｌ、実施例１４、ステップ４より）を添加し、混合物を１４０
℃で１時間撹拌した。反応混合物を水で希釈し、エーテルで抽出した。合わせた有機層を
ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮し、シリカゲル上（ジクロロメタン中０～１０％ＭｅＯＨで溶
出）で精製して、所望の生成物（０．１２ｇ、４７％）を得た。生成物を、ラセミ混合物
として単離した。Ｃ２４Ｈ２６ＣｌＩＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝６０６．１；実測値：６０６．０。
【０２９８】
実施例１６：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化１１５】

【０２９９】
ステップ１：　１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エ
タノール
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【化１１６】

　テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．３１ｇ、８．１ｍｍｏｌ）を、メタノール（２５
ｍＬ）中１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エタノン
（実施例１１、ステップ１より）（１．５ｇ、５．４ｍｍｏｌ）混合物に、０℃にて添加
し、得られた反応混合物を、室温で１時間撹拌した。溶媒を除去し、得られた残渣を酢酸
エチルで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、次いでＮａ２ＳＯ４で乾燥
し、濾過し、濃縮した。粗生成物を、ヘキサン中０～４０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリ
カゲルクロマトグラフィーにより精製した（０．３０ｇ、９０％）。
【０３００】
ステップ２：　４－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－
メチルフェニル］ピリジン－２－カルボニトリル

【化１１７】

　アセトニトリル（８ｍＬ）／水（２ｍＬ）中の、１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－
メトキシ－４－メチルフェニル）エタノール（０．３０ｇ、１．１ｍｍｏｌ）、４－（４
，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリジン－２
－カルボニトリル（コンビ－ブロックス社（Combi-Blocks）製、０．２７ｇ、１．２ｍｍ
ｏｌ）、炭酸ナトリウム（２３０ｍｇ、２．１ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフ
ェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体
（１：１）（１００ｍｇ、０．１３ｍｍｏｌ）混合物を脱気し、次いでＮ２を再充填した
。反応物を９５℃で２時間撹拌し、次いで冷却し、酢酸エチルで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ

３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。粗生成物を、ヘ
キサン中０～４０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製し
た（０．２４９ｇ、７５％）。Ｃ１６Ｈ１６ＣｌＮ２Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝３０３．１；実測値：３０３．０。
【０３０１】
ステップ３：　４－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチ
ルフェニル］ピリジン－２－カルボニトリル
【化１１８】

　塩化シアヌル（１７０ｍｇ、０．９４ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
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（７３μＬ、０．９４ｍｍｏｌ）混合物を、室温で１０分間撹拌し、次いで塩化メチレン
（４ｍＬ）中の４－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－
メチルフェニル］ピリジン－２－カルボニトリル（１９０ｍｇ、０．６２８ｍｍｏｌ）溶
液を添加し、反応物を、室温で一晩撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和Ｎａ
ＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。粗生成物
を、精製することなく、次のステップで直接使用した（１２１ｍｇ、６０％）。Ｃ１６Ｈ

１５Ｃｌ２Ｎ２ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２１．０；実測値
：３２１．０。
【０３０２】
ステップ４：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝ピリジン－２－カルボニトリル
【化１１９】

　水素化ナトリウム（２０ｍｇ、０．５０ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
（４ｍＬ）中の４－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチ
ルフェニル］ピリジン－２－カルボニトリル（９０ｍｇ、０．２８ｍｍｏｌ）、３－メチ
ル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（６３ｍｇ、０．４２ｍｍｏ
ｌ）混合物に添加し、反応物を３０℃で一晩撹拌した。混合物を冷却し、水で処理し、次
いで濾過して、所望の生成物を得た。Ｃ２２Ｈ２１ＣｌＮ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３４．１；実測値：４３４．２。
【０３０３】
ステップ５：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝ピリジン－２－カルボン酸
【化１２０】

　水中の水酸化ナトリウム（１．０Ｍ）（０．７０ｍＬ、０．７０ｍｍｏｌ）を、エタノ
ール（１．０ｍＬ）中の４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
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３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチル
フェニル｝ピリジン－２－カルボニトリル（０．０６０ｇ、０．１４ｍｍｏｌ）混合物に
添加し、得られた混合物を、９５℃で６時間加熱した。この時点で、濃塩酸を添加して、
ｐＨを約３に調節した。溶媒を除去し、残渣をさらに精製することなく、次のステップで
使用した。Ｃ２２Ｈ２２ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
４５３．１；実測値：４５３．２
【０３０４】
ステップ６：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化１２１】

　ＴＨＦ中２．０Ｍのジメチルアミン（０．１４ｍＬ、０．２８ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド（０．７ｍＬ）中の４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メト
キシ－６－メチルフェニル｝ピリジン－２－カルボン酸（９．６ｍｇ、０．０２１ｍｍｏ
ｌ）およびベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウム
ヘキサフルオロホスフェート（１０ｍｇ、０．０３ｍｍｏｌ）溶液に、室温で添加し、そ
の後トリエチルアミン（８．８μＬ、０．０６４ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を１時間
撹拌した。ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、
０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して
、未精製の混合物を精製し、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離し
た。Ｃ２４Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８０
．２；実測値：４８０．２。
【０３０５】
実施例１７：　４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
）－Ｎ－メチルピコリンアミド
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【化１２２】

　ＴＨＦ中２．０Ｍのジメチルアミンの代りに、ＴＨＦ中２．０Ｍのメチルアミン溶液を
用いて、実施例１６、ステップ６と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生
成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２３Ｈ２５ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（
Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６６．２；実測値：４６６．２。
【０３０６】
実施例１８：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ピリジン－２－カルボキサミド

【化１２３】

　ＴＨＦ中２．０Ｍのジメチルアミンの代りにエタノールアミンを用いて、実施例１６、
ステップ６と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物
として単離した。Ｃ２４Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝４９６．２；実測値：４９６．２。
【０３０７】
実施例１９：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド



(103) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

【化１２４】

　ＴＨＦ中２．０Ｍのジメチルアミンの代りに、２－（メチルアミノ）エタノールを用い
て、実施例１６、ステップ６と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物
を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２５Ｈ２９ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１０．２；実測値：５１０．２。
【０３０８】
実施例２０：　２－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフ
ェニル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）エタノール
【化１２５】

【０３０９】
ステップ１：　３－ブロモ－１－クロロ－５－（１－クロロエチル）－４－メトキシ－２
－メチルベンゼン
【化１２６】

　塩化シアヌル（１．７ｇ、９．２ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（７
１０μＬ、９．２ｍｍｏｌ）混合物を、室温で１０分間撹拌し、次いで塩化メチレン（３
４ｍＬ）中の１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エタ
ノール（実施例１６、ステップ１より）（１．７２ｇ、６．１５ｍｍｏｌ）溶液を添加し
、反応物を室温で一晩撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水
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、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。粗生成物を、ヘキサン
中０～１０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製した（１
．０１ｇ、６０％）。
【０３１０】
ステップ２：　１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニ
ル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化１２７】

　水素化ナトリウム（３６ｍｇ、０．９１ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
（８ｍＬ）中の３－ブロモ－１－クロロ－５－（１－クロロエチル）－４－メトキシ－２
－メチルベンゼン（１５０ｍｇ、０．５０３ｍｍｏｌ）、３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１１０ｍｇ、０．７６ｍｍｏｌ）混合物に添加し
、反応物を３０℃で一晩撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、
水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。ＣＨ２Ｃｌ２中０～
７０％ＥｔＯＡｃで溶出するシリカゲルクロマトグラフィーにより、粗生成物を精製した
（１０３ｍｇ、５０％）。Ｃ１６Ｈ１８ＢｒＣｌＮ５ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋

計算値：ｍ／ｚ＝４１０．０；実測値：４１０。ラセミ生成物を、１８ｍＬ／分の流量、
約１３ｍｇ／注入にて、ヘキサン中５％エタノールで溶出する、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　
Ｌｕｘ－セルロース１カラム（２１．１ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン粒径）に供して、２つ
のエナンチオマーを得た。
【０３１１】
ステップ３：　１－（２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝エチル）
－４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－
１Ｈ－ピラゾール
【化１２８】

　ＴＨＦ中のカリウムｔｅｒｔ－ブトキシド（１．０Ｍ）（０．６０ｍＬ、０．６０ｍｍ
ｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１．５ｍＬ）中の４－（４，４，５，５－テ
トラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（０．１ｇ
、０．５ｍｍｏｌ）溶液に、０℃にて添加した。反応混合物を、室温で５分間撹拌し、次
いで０℃まで冷却し、（２－ブロモエトキシ）（ｔｅｒｔ－ブチル）ジメチルシラン（０
．２ｍＬ、０．８ｍｍｏｌ）で処理した。反応物を室温で一晩撹拌し、次いで酢酸エチル
で希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、
濃縮して、粗生成物を得、それを、ヘキサン中０～３０％ＥｔＯＡｃで溶出するシリカゲ
ルクロマトグラフィーにより精製した。Ｃ１７Ｈ３４ＢＮ２Ｏ３Ｓｉについての（Ｍ＋Ｈ
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【０３１２】
ステップ４：　２－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフ
ェニル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）エタノール
【化１２９】

　アセトニトリル（０．５ｍＬ）／水（０．１ｍＬ）中の、１－［１－（３－ブロモ－５
－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（０．０２６ｇ、０．０６２ｍｍｏｌ）（キラル
純粋、ステップ２から第１ピーク）、１－（２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリ
ル］オキシ｝エチル）－４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボ
ロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（０．０２４ｇ、０．０６９ｍｍｏｌ）、炭酸ナ
トリウム（１３ｍｇ、０．１２ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィ
ノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（６
．１ｍｇ、０．００７５ｍｍｏｌ）混合物を、脱気し、次いでＮ２を再充填した。反応混
合物を９５℃で２時間撹拌し、次いで濃塩酸（０．１ｍＬ）で処理し、次いで室温で１時
間撹拌した。ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて
、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用し
て、未精製の混合物を精製し、所望の生成物を得た。生成物を、単一のエナンチオマーと
して単離した。Ｃ２１Ｈ２５ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／
ｚ＝４４２．２；実測値：４４２．２。
【０３１３】
実施例２１：　３’－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５’－クロロ－３－フルオロ－２’－メトキシ－Ｎ，
Ｎ，６’－トリメチルビフェニル－４－カルボキサミドトリフルオロアセテート
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【化１３０】

【０３１４】
ステップ１：　メチル３’－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５’－クロロ－３－フルオロ－２’－メトキシ
－６’－メチルビフェニル－４－カルボキシレート
【化１３１】

　アセトニトリル（１．２ｍＬ）／水（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－
クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（６０ｍｇ、０．１５ｍｍｏｌ、キラル純粋、実施
例２０、ステップ２からの第１ピーク）、［３－フルオロ－４－（メトキシカルボニル）
フェニル］ボロン酸（コンビブロックス社（Combi-Blocks）製、０．０４１ｇ、０．２０
ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（３６ｍｇ、０．３４ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（
ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの
錯体（１：１）（６ｍｇ、０．００７ｍｍｏｌ）混合物を、真空にし、次いでＮ２で再充
填した。反応物を、９５℃で２時間撹拌した。次いで溶媒を除去し、未精製の混合物を、
ＣＨ２Ｃｌ２中０～７０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲルクロマトグラフィーにより
精製し、所望の生成物（５４ｍｇ、７５％）を得た。Ｃ２４Ｈ２４ＣｌＦＮ５Ｏ３につい
てのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８４．２；実測値：４８４．１
【０３１５】
ステップ２：　３’－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５’－クロロ－３－フルオロ－２’－メトキシ－６’
－メチルビフェニル－４－カルボン酸
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【化１３２】

　水酸化リチウム一水和物（１３ｍｇ、０．３１ｍｍｏｌ）を、メタノール（０．２ｍＬ
）／テトラヒドロフラン（０．２ｍＬ）／水（０．０９ｍＬ）中の、上で調製したメチル
３’－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－５’－クロロ－３－フルオロ－２’－メトキシ－６’－メチルビフェ
ニル－４－カルボキシレート（０．０３０ｇ、０．０６２ｍｍｏｌ）溶液に添加した。反
応物を、室温で１．５時間撹拌し、次いで、濃塩酸（６０μＬ）で処理して、ｐＨを２に
調節した。溶媒を除去して粗生成物を得、それをさらに精製することなく、次のステップ
で使用した。Ｃ２３Ｈ２２ＣｌＦＮ５Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／
ｚ＝４７０．１；実測値：４７０．２
【０３１６】
ステップ３：　３’－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５’－クロロ－３－フルオロ－２’－メトキシ－Ｎ，
Ｎ，６’－トリメチルビフェニル－４－カルボキサミドトリフルオロアセテート

【化１３３】

　ＴＨＦ中２．０Ｍのジメチルアミン（０．１ｍＬ、０．２ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルホルムアミド（０．７ｍＬ）中の、上で調製した３’－［１－（４－アミノ－３－メ
チル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５’－クロロ－
３－フルオロ－２’－メトキシ－６’－メチルビフェニル－４－カルボン酸（１２ｍｇ、
０．０２６ｍｍｏｌ）およびベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチルアミ
ノ）ホスホニウムヘキサフルオロホスフェート（２０ｍｇ、０．０４ｍｍｏｌ）溶液に、
室温で添加し、その後トリエチルアミン（１１μＬ、０．０７７ｍｍｏｌ）を添加した。
反応物を１時間撹拌し、水でクエンチした。未精製の混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒ
ｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニト
リル／水の濃度勾配で溶出）に供して、ＴＦＡ塩として、所望の生成物を得た。生成物を
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、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２５Ｈ２７ＣｌＦＮ６Ｏ２についてのＬＣＭ
Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９７．２；実測値：４９７．２。
【０３１７】
実施例２２：　３’－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５’－クロロ－３－フルオロ－２’－メトキシ－Ｎ，
６’－ジメチルビフェニル－４－カルボキサミドトリフルオロアセテート
【化１３４】

　ＴＨＦ中２．０Ｍのジメチルアミンの代りに、ＴＨＦ中２．０Ｍのメチルアミンを用い
て、実施例２１、ステップ３と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物
を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２４Ｈ２５ＣｌＦＮ６Ｏ２についてのＬＣ
ＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８３．２；実測値：４８３．２。
【０３１８】
実施例２３：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
）－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ピコリンアミドトリフルオロアセテート

【化１３５】

【０３１９】
ステップ１：　５－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－
メチルフェニル］ピリジン－２－カルボニトリル
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【化１３６】

　アセトニトリル（４ｍＬ）／水（１ｍＬ）中の、１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－
メトキシ－４－メチルフェニル）エタノール（０．１５ｇ、０．５４ｍｍｏｌ）、５－（
４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリジン－
２－カルボニトリル（フロンティア社（Frontier）製、０．１４ｇ、０．５９ｍｍｏｌ）
、炭酸ナトリウム（１１０ｍｇ、１．１ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニル
ホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：
１）（５２ｍｇ、０．０６４ｍｍｏｌ）混合物を、脱気し、次いでＮ２を再充填した。反
応物を９５℃で２時間撹拌し、冷却し、酢酸エチルで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブ
ラインで洗浄し、次いでＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。粗生成物を、ヘキサ
ン中０～４０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製して、
所望の生成物（１１４ｍｇ、７０％）を得た。Ｃ１６Ｈ１６ＣｌＮ２Ｏ２についてのＬＣ
ＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０３．１；実測値：３０３．０
【０３２０】
ステップ２：　５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチ
ルフェニル］ピリジン－２－カルボニトリル
【化１３７】

　塩化シアヌル（１７０ｍｇ、０．９４ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
（７３μＬ、０．９４ｍｍｏｌ）混合物を、室温で１０分間撹拌し、次いで塩化メチレン
（４ｍＬ）中の５－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－
メチルフェニル］ピリジン－２－カルボニトリル（１９０ｍｇ、０．６２８ｍｍｏｌ）溶
液を添加し、反応物を室温で一晩撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨ
ＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、次いで濾過し、濃縮した。得ら
れた粗生成物を、さらに精製することなく、次のステップで直接使用した（１１０ｍｇ、
５５％）。Ｃ１６Ｈ１５Ｃｌ２Ｎ２ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
３２１．０；実測値：３２１．０
【０３２１】
ステップ３：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝ピリジン－２－カルボニトリル
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【化１３８】

　水素化ナトリウム（２０ｍｇ、０．５０ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
（４ｍＬ）中の５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチ
ルフェニル］ピリジン－２－カルボニトリル（９０ｍｇ、０．２８ｍｍｏｌ）、３－メチ
ル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（６３ｍｇ、０．４２ｍｍｏ
ｌ）混合物に添加し、反応物を３０℃で一晩撹拌した。混合物を水で処理し、次いで濾過
して、所望の生成物を得た。Ｃ２２Ｈ２１ＣｌＮ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝４３４．１；実測値：４３４．２
【０３２２】
ステップ４：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝ピリジン－２－カルボン酸
【化１３９】

　水中の水酸化ナトリウム（１．０Ｍ）（０．７０ｍＬ、０．７０ｍｍｏｌ）を、エタノ
ール（１．０ｍＬ）中５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフ
ェニル｝ピリジン－２－カルボニトリル（０．０６０ｇ、０．１４ｍｍｏｌ）混合物に添
加した。反応物を９５℃で６時間加熱し、その後濃塩酸を添加して、ｐＨを約３に調節し
た。溶媒を除去し、得られた残渣を、さらに精製することなく、次のステップで使用した
。Ｃ２２Ｈ２２ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５３．
１；実測値：４５３．２
【０３２３】
ステップ５：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
）－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ピコリンアミドトリフルオロアセテート
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【化１４０】

　エタノールアミン（１５μＬ、０．２５ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
（０．７ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝ピリジン－２－カルボン酸（９．６ｍｇ、０．０２１ｍｍｏｌ）およびベンゾトリ
アゾール－１－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウムヘキサフルオロホスフ
ェート（１０ｍｇ、０．０３ｍｍｏｌ）溶液に、室温で添加し、その後トリエチルアミン
（８．８μＬ、０．０６４ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を１時間撹拌し、次いで水でク
エンチした。未精製の混合物をＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍ
Ｌ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）に供
して、ＴＦＡ塩として、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。
Ｃ２４Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９６．２
；実測値：４９６．２。
【０３２４】
実施例２４：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミドトリフル
オロアセテート
【化１４１】

　エタノールアミンの代りに２－（メチルアミノ）エタノールを用いて、実施例２３と類
似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した
。Ｃ２５Ｈ２９ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１０．
２；実測値：５１０．２。
【０３２５】
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実施例２５：　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミ
ジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化１４２】

【０３２６】
ステップ１：　５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチ
ルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化１４３】

　塩化シアヌル（アルドリッチ社（Aldrich）製、６９０ｍｇ、３．７ｍｍｏｌ）および
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２９０μＬ、３．７ｍｍｏｌ）混合物を、室温で１０分
間撹拌し、次いで塩化メチレン（１４ｍＬ）中の５－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキ
シエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カ
ルボキサミド（８６９ｍｇ、２．４９ｍｍｏｌ）溶液を添加し、反応物を室温で一晩撹拌
した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ

２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。生成物を、ヘキサン中０～１００％ＥｔＯＡｃで
溶出する、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製した。
【０３２７】
ステップ２：　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミ
ジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
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【化１４４】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．１ｍＬ）中の４－アミノピリド［２，３－ｄ］ピ
リミジン－５（８Ｈ）－オン（ＶＷＲ社製、４．８ｍｇ、０．０３０ｍｍｏｌ）、炭酸セ
シウム（１４ｍｇ、０．０４４ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（０．５０ｍｇ、０．０
０３０ｍｍｏｌ）混合物に、５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキ
シ－２－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１１ｍｇ
、０．０３０ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を１４０℃で１時間撹拌した。反応混合物を
、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％
水酸化アンモニウムを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）に供して、所望の生成
物を得た。Ｃ２５Ｈ２６ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
４９３．２；実測値：４９３．１。ラセミ生成物を、１８ｍＬ／分の流量、４．２ｍｇ／
注入にて、ヘキサン中３０％エタノールで溶出する、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｘ－セ
ルロース１カラムに供して（２１．１ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン粒径）、２つの単離され
たエナンチオマーを得た。この最初に単離されたピークは、１５．３９分間の保持時間を
有し、第２ピークは、２２．９８分間の保持時間を有した。第２ピークについて：１Ｈ　
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３、４００ＭＨｚ）　δ　９．８６（ｄ、Ｊ＝５．６Ｈｚ、１Ｈ）、８
．３６（ｍ、１Ｈ）、８．３０（ｓ、１Ｈ）、７．６５～７．５８（ｍ、２Ｈ）、７．３
７（ｍ、２Ｈ）、６．８４（ｑ、Ｊ＝７．２Ｈｚ、１Ｈ）、６．２２（ｄ、Ｊ＝８．０Ｈ
ｚ）、５．９５（ｄ、Ｊ＝５．２Ｈｚ、１Ｈ）、３．０８（ｓ、３Ｈ）、３．０５（ｓ、
３Ｈ）、２．９３（ｍ、３Ｈ）、２．０９（ｓ、３Ｈ）、１．６８（ｄ、Ｊ＝７．２Ｈｚ
、３Ｈ）ｐｐｍ。
【０３２８】
実施例２６：　４－アミノ－８－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－
［５－（メチルスルホニル）ピリジン－３－イル］フェニル｝エチル）ピリド［２，３－
ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オンビス（トリフルオロアセテート）

【化１４５】

【０３２９】
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ステップ１：　３－ブロモ－１－クロロ－５－（１－クロロエチル）－４－メトキシ－２
－メチルベンゼン
【化１４６】

　塩化シアヌル（１．７ｇ、９．２ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（７
１０μＬ、９．２ｍｍｏｌ）混合物を、室温で１０分間撹拌し、次いで塩化メチレン（３
４ｍＬ）中の１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エタ
ノール（１．７２ｇ、６．１５ｍｍｏｌ）溶液を添加し、反応物を室温で一晩撹拌した。
混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ

４で乾燥し、濾過し、濃縮した。粗生成物を、ヘキサン中０～１０％ＥｔＯＡｃで溶出す
る、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製した。
【０３３０】
ステップ２：　４－アミノ－８－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－
メチルフェニル）エチル］ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オン
【化１４７】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２０ｍＬ）中の４－アミノピリド［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－５（８Ｈ）－オン（０．８０ｇ、４．９ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（２．４ｇ、
７．３ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（８２ｍｇ、０．４９ｍｍｏｌ）混合物に、３－
ブロモ－１－クロロ－５－（１－クロロエチル）－４－メトキシ－２－メチルベンゼン（
１．４７ｇ、４．９３ｍｍｏｌ）を添加し、混合物を１４０℃で１時間撹拌した。混合物
を、水および酢酸エチルで希釈した。沈殿物を回収し、乾燥して、所望の化合物を得た。
Ｃ１７Ｈ１７ＢｒＣｌＮ４Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２３
．０；実測値：４２３．０。
【０３３１】
ステップ３：　４－アミノ－８－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－
［５－（メチルスルホニル）ピリジン－３－イル］フェニル｝エチル）ピリド［２，３－
ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オンビス（トリフルオロアセテート）
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【化１４８】

　アセトニトリル（０．５ｍＬ）／水（０．１ｍＬ）中の４－アミノ－８－［１－（３－
ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］ピリド［２，３－ｄ
］ピリミジン－５（８Ｈ）－オン（２５ｍｇ、０．０５９ｍｍｏｌ）、３－（メチルスル
ホニル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－
イル）ピリジン（ペプテック社（PepTech）製、１８ｍｇ、０．０６５ｍｍｏｌ） 、炭酸
ナトリウム（１３ｍｇ、０．１２ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフ
ィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（
５．８ｍｇ、０．００７１ｍｍｏｌ）混合物を、Ｎ２で脱気し、次いで９０℃で２時間撹
拌した。未精製の混合物を冷却し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３
０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％トリフルオロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の濃度
勾配で溶出）により精製して、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離
した。Ｃ２３Ｈ２３ＣｌＮ５Ｏ４ＳについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５
００．１；実測値：５００．０。
【０３３２】
実施例２７：　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミ
ジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝
ニコチノニトリルビス（トリフルオロアセテート）

【化１４９】

　３－（メチルスルホニル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオ
キサボロラン－２－イル）ピリジンの代りに３－シアノピリジン－５－ボロン酸ピナコー
ルエステル（フロンティア社（Frontier）製）を用いて、実施例２６と類似した手順を使
用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２３Ｈ２０

ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４７．１；実測値：４
４７．１。
【０３３３】
実施例２８：　４－アミノ－８－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－
ピリジン－３－イルフェニル）エチル］ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－
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オンビス（トリフルオロアセテート）
【化１５０】

　３－（メチルスルホニル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオ
キサボロラン－２－イル）ピリジンの代りに、ピリジン－３－ボロン酸（アルドリッチ社
（Aldrich）製）を用いて、実施例２６と類似した手順を使用して、この化合物を調製し
た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２２Ｈ２１ＣｌＮ５Ｏ２についてのＬＣ
ＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２２．１；実測値：４２２．０。
【０３３４】
実施例２９：　４－アミノ－８－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－
ピリミジン－５－イルフェニル）エチル］ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）
－オンビス（トリフルオロアセテート）

【化１５１】

　３－（メチルスルホニル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオ
キサボロラン－２－イル）ピリジンの代りに、ピリミジン－５－ボロン酸（フロンティア
社（Frontier）製）を用いて、実施例２６と類似した手順を使用して、この化合物を調製
した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２１Ｈ２０ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２３．１；実測値：４２３．０。
【０３３５】
実施例３０：　３’－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン
－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５’－クロロ－２’－メトキシ－Ｎ，Ｎ，６’－トリメ
チルビフェニル－３－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
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【化１５２】

　３－（メチルスルホニル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオ
キサボロラン－２－イル）ピリジンの代りに、３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノカルボニル
）ベンゼンボロン酸（フロンティア社（Frontier）製）を用いて、実施例２６と類似した
手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２

６Ｈ２７ＣｌＮ５Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９２．２；実
測値：４９２．１。
【０３３６】
実施例３１：　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－３－（５－フルオロピリジン－３
－イル）－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピリミジ
ン－５（８Ｈ）－オンビス（トリフルオロアセテート）

【化１５３】

　３－（メチルスルホニル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオ
キサボロラン－２－イル）ピリジンの代りに５－フルオロピリジン－３－ボロン酸（コン
ビ－ブロックス社（Combi-Blocks）製）を用いて、実施例２６と類似した手順を使用して
、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２２Ｈ２０ＣｌＦ
Ｎ５Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４０．１；実測値：４４０
．０。
【０３３７】
実施例３２：　３’－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン
－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５’－クロロ－２’－メトキシ－Ｎ，Ｎ，６’－トリメ
チルビフェニル－３－スルホンアミドビス（トリフルオロアセテート）
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【化１５４】

　３－（メチルスルホニル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオ
キサボロラン－２－イル）ピリジンの代りにＮ，Ｎ－ジメチル３－ボロノベンゼンスルホ
ンアミド（コンビ－ブロックス社（Combi-Blocks）製）を用いて、実施例２６と類似した
手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２

５Ｈ２７ＣｌＮ５Ｏ４ＳについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５２８．１；
実測値：５２８．１。
【０３３８】
実施例３３：　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミ
ジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝
－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）

【化１５５】

　３－（メチルスルホニル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオ
キサボロラン－２－イル）ピリジンの代りに２－（Ｎ－メチルアミドカルボキシ）－５－
ピリジンボロン酸ピナコールエステル（フロンティア社（Frontier）製）を用いて、実施
例２６と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物とし
て単離した。Ｃ２４Ｈ２４ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝４７９．２；実測値：４７９．１。
【０３３９】
実施例３４：　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジ
ン－３－イル）－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピ
リミジン－５（８Ｈ）－オン
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【化１５６】

【０３４０】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２
，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－
メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート

【化１５７】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．２ｍＬ）中の４－アミノピリド［２，３－ｄ］ピ
リミジン－５（８Ｈ）－オン（ＶＷＲ社製）（８．６ｍｇ、０．０５３ｍｍｏｌ）、炭酸
セシウム（２６ｍｇ、０．０８０ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（０．８９ｍｇ、０．
００５３ｍｍｏｌ）混合物に、ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－５－（１－クロロエ
チル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート（２０
ｍｇ、０．０５ｍｍｏｌ、実施例１、ステップ５からの、ラセミ中間体）を添加した。混
合物を１４０℃で１時間撹拌し、次いで冷却し、水で希釈し、エーテルで抽出した。有機
層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮して、粗生成物を得、それを次のステップで直接使用した
。Ｃ２５Ｈ３１ＣｌＮ５Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５００．
２；実測値：５００．１。
【０３４１】
ステップ２：　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジ
ン－３－イル）－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピ
リミジン－５（８Ｈ）－オン
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【化１５８】

　塩化メチレン（０．２５ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－
５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ
－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（２７ｍｇ、
０．０５３ｍｍｏｌ）溶液を、室温で１時間、ジオキサン中４．０Ｍの塩化水素（０．１
３ｍＬ、０．５０ｍｍｏｌ）で処理し、次いで乾燥するまで除去して、塩酸塩として、４
－アミノ－８－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－メトキシ－４－メ
チルフェニル）エチル］ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オンを得た。
　アセトニトリル（０．２ｍＬ）／メタノール（０．２ｍＬ）／テトラヒドロフラン（０
．２ｍＬ）中の未精製の塩酸塩混合物に、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（０．０
４６ｍＬ、０．２７ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を、室温で、固体が溶解するまで撹拌
し、次いでアセトン（０．０３２ｍＬ、０．４３ｍｍｏｌ）で処理した。得られた混合物
を３０分間撹拌し、その後トリアセトキシホウ水素化ナトリウム（０．０３４ｇ、０．１
６ｍｍｏｌ）を添加した。反応混合物を室温で４時間撹拌し、次いでクエンチし、ＲＰ－
ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化ア
ンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）に供して、所望の生成物を得
た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２３Ｈ２９ＣｌＮ５Ｏ２についてのＬＣ
ＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４２．２；実測値：４４２．１。
【０３４２】
実施例３５：　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－３－（１－イソプ
ロピルアゼチジン－３－イル）－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピ
リミジン－５（８Ｈ）－オンビス（トリフルオロアセテート）

【化１５９】

【０３４３】
ステップ１：　ベンジル３－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフ
ェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
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【化１６０】

　亜鉛（０．９６７ｇ、１４．８ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１７ｍ
Ｌ）中の１，２－ジブロモエタン（０．０８５ｍＬ、０．９８ｍｍｏｌ）で懸濁した。混
合物を７０℃で１０分間加熱し、次いで室温まで冷却した。クロロトリメチルシラン（０
．１２５ｍＬ、０．９８４ｍｍｏｌ）を滴加し、撹拌を１時間継続した。次いで、Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド（１０ｍＬ）中のベンジル３－ヨードアゼチジン－１－カルボキ
シレート（ファーマブロック社（PharmaBlock）製）（３．９ｇ、１２ｍｍｏｌ）溶液を
添加し、混合物を４０℃で１時間加熱し、その後Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（３０ｍ
Ｌ）中の１－（５－クロロ－２－エトキシ－３－ヨード－４－メチルフェニル）エタノン
（４．４ｇ、１３ｍｍｏｌ）、トリス（ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）（
０．２２ｇ、０．２４ｍｍｏｌ）およびトリ－（２－フリル）ホスフィン（０．１２ｇ、
０．５０ｍｍｏｌ）混合物を添加した。反応混合物を７０℃まで温め、一晩撹拌した。次
いで混合物を室温まで冷却し、エーテルと飽和ＮＨ４Ｃｌ溶液に分配した。有機層を水で
洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮し、シリカゲル上（ヘキサン中０～２０％ＥｔＯＡｃ
で溶出）で精製して、所望の生成物（３．８７ｇ、７８％）を得た。Ｃ２２Ｈ２５ＣｌＮ
Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４０２．１；実測値：４０２．１
。
【０３４４】
ステップ２：　ベンジル３－［３－クロロ－６－エトキシ－５－（１－ヒドロキシエチル
）－２－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート

【化１６１】

　０℃に冷却したメタノール（５ｍＬ）中のベンジル３－（３－アセチル－５－クロロ－
２－エトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート（０．３５ｇ、
０．８７ｍｍｏｌ）溶液に、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．０４０ｇ、１．０ｍｍ
ｏｌ）を添加した。混合物を室温で１時間撹拌し、次いで水で希釈し、ＥｔＯＡｃで抽出
した。有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮して、未精製のアルコール（０．３１ｇ、８８
％）を得た。Ｃ２２Ｈ２７ＣｌＮＯ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
４０４．２；実測値：４０４．０。
【０３４５】
ステップ３：　ベンジル３－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－エトキシ－
２－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート
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【化１６２】

　塩化シアヌル（２００ｍｇ、１．１ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０
．０８３ｍＬ、１．１ｍｍｏｌ）に、室温で添加した。白色固体の形成後（約１０分間）
、塩化メチレン（５ｍＬ）を添加し、その後ベンジル３－［３－クロロ－６－エトキシ－
５－（１－ヒドロキシエチル）－２－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレー
ト（３１０ｍｇ、０．７７ｍｍｏｌ）を添加した。添加後、得られた混合物を、室温で一
晩撹拌した。水を添加し、次いでジクロロメタンで希釈した。有機相を、飽和ＮａＨＣＯ

３溶液、水およびブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮し、シリカゲル上（０～
４０％ＥｔＯＡｃ／ヘキサンで溶出）で精製して、所望の生成物（１４０ｍｇ、４３％）
を得た。Ｃ２２Ｈ２６Ｃｌ２ＮＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４
２２．１；実測値：４２２．０。
【０３４６】
ステップ４：　ベンジル３－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ
］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフ
ェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート

【化１６３】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．２ｍＬ）中の４－アミノピリド［２，３－ｄ］ピ
リミジン－５（８Ｈ）－オン（１１．５ｍｇ、０．０７０８ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（
３４ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（１．２ｍｇ、０．００７１ｍｍｏ
ｌ）混合物に、ベンジル３－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－エトキシ－
２－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート（３０ｍｇ、０．０７ｍｍｏｌ
）を添加した。混合物を１４０℃で１時間撹拌し、冷却し、次いで水で希釈し、エーテル
で抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮して、粗生成物を得、それを次
のステップで直接使用した。Ｃ２９Ｈ３１ＣｌＮ５Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋

計算値：ｍ／ｚ＝５４８．２；実測値：５４８．２。
【０３４７】
ステップ５：　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－３－（１－イソプ
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ロピルアゼチジン－３－イル）－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピ
リミジン－５（８Ｈ）－オンビス（トリフルオロアセテート）
【化１６４】

　メタノール（１．６ｍＬ）中のベンジル３－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピ
リド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキ
シ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（２３ｍｇ、０．０４２ｍ
ｍｏｌ）および５％パラジウム炭素（１０ｍｇ）混合物に、水中０．２５Ｍの塩化水素（
０．４２ｍＬ、０．１０ｍｍｏｌ）を添加した。懸濁液を、Ｈ２のバルーン圧下、室温で
２時間水素化した。触媒を濾過して除去した後、濾液を飽和ＮａＨＣＯ３溶液で中和し、
ジクロロメタンで抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮して、４－アミ
ノ－８－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフ
ェニル）エチル］ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オン（７ｍｇ、４０％
）を得た。アセトニトリル（０．１ｍＬ）／メタノール（０．１ｍＬ）／テトラヒドロフ
ラン（０．１ｍＬ）中の未精製のアミン混合物に、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン
（０．０２ｍＬ、０．１ｍｍｏｌ）、その後アセトン（０．０３ｍＬ、０．４ｍｍｏｌ）
を添加した。混合物を３０分間撹拌し、その後トリアセトキシホウ水素化ナトリウム（０
．０４４ｇ、０．２１ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を室温で４時間撹拌し、次いで水で
クエンチし、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて
、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製し、ＴＦＡ塩と
して、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２４Ｈ３１Ｃｌ
Ｎ５Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５６．２；実測値：４５６
．１。
【０３４８】
実施例３６：　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミ
ジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
【化１６５】
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　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．８ｍＬ）中の４－アミノピリド［２，３－ｄ］ピ
リミジン－５（８Ｈ）－オン（４７ｍｇ、０．２９ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（１３０ｍ
ｇ、０．３９ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（４．４ｍｇ、０．０２６ｍｍｏｌ）混合
物に、５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－エトキシ－２－メチルフェニ
ル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１００ｍｇ、０．３ｍｍｏｌ、
実施例１４、ステップ４からの、ラセミ中間体）を添加し、混合物を１４０℃で１時間撹
拌した。得られた混合物をＭｅＯＨで希釈し、濾過し、濾液をＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉ
ｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリ
ル／水の濃度勾配で溶出）で精製し、ＴＦＡ塩として、所望の生成物を得た。生成物を、
ラセミ混合物として単離した。Ｃ２６Ｈ２８ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝５０７．２；実測値：５０７．１。
【０３４９】
実施例３７：　６－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－４－クロロ－Ｎ－エチル－３’，５’－ジフルオロ－３
－メチルビフェニル－２－カルボキサミド
【化１６６】

【０３５０】
ステップ１：　３－アセチル－５－クロロ－２－ヒドロキシ－６－メチルベンゾニトリル

【化１６７】

　Ｎ－メチルピロリジノン（１５ｍＬ）中の１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－ヒドロ
キシ－４－メチルフェニル）エタノン（４．８５ｇ、１８．４ｍｍｏｌ）およびシアン化
銅（２．４７ｇ、２７．６ｍｍｏｌ）混合物を、２００℃で１時間加熱した。室温まで冷
却した後、混合物をＥｔＯＡｃおよび１ＮのＨＣｌで希釈した。層を分離し、水層をＥｔ
ＯＡｃで抽出した。合わせた有機層を水、次いでブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで
乾燥し、次いで減圧下で乾燥するまで濃縮した。残渣を次のステップで直接使用した（３
．７ｇ、９６％）。Ｃ１０Ｈ９ＣｌＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／
ｚ＝２１０．０；実測値：２１０．１。
【０３５１】
ステップ２：　６－アセチル－４－クロロ－２－シアノ－３－メチルフェニルトリフルオ
ロメタンスルホネート
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【化１６８】

　塩化メチレン（７０ｍＬ）中の３－アセチル－５－クロロ－２－ヒドロキシ－６－メチ
ルベンゾニトリル（３．７０ｇ、１７．６ｍｍｏｌ）混合物に、トリエチルアミン（７．
４ｍＬ、５３ｍｍｏｌ）を添加し、その後トリフルオロメタンスルホン酸無水物（４．４
ｍＬ、２６ｍｍｏｌ）を、－７８℃で添加した。反応物を室温まで徐々に昇温させ、室温
で３０分間撹拌した。水でクエンチした後、混合物をジクロロメタンで抽出した。合わせ
た有機層をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、乾燥するまで濃縮した。残渣を
、ヘキサン中０～４０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲルで精製し、所望の生成物（２
．５４ｇ、４２％）を得た。Ｃ１１Ｈ８ＣｌＦ３ＮＯ４ＳについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝３４２．０；実測値：３４２．１。
【０３５２】
ステップ３：　６－アセチル－４－クロロ－３’，５’－ジフルオロ－３－メチルビフェ
ニル－２－カルボニトリル
【化１６９】

　トルエン（３０ｍＬ）中の６－アセチル－４－クロロ－２－シアノ－３－メチルフェニ
ルトリフルオロメタンスルホネート（３．０７ｇ、８．９８ｍｍｏｌ）および（３，５－
ジフルオロフェニル）ボロン酸（１．７０ｇ、１０．８ｍｍｏｌ）／水中０．８Ｍの炭酸
水素ナトリウム（３０ｍＬ、３０ｍｍｏｌ）（これは水中のＮａＨＣＯ３であった）二相
性溶液を、Ｎ２で脱気した。テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（
０．４１４ｇ、０．３５９ｍｍｏｌ）を添加した。混合物をＮ２で５分間脱気し、８０℃
で２時間加熱した。室温まで冷却した後、混合物をＥｔＯＡｃで希釈した。層を分離し、
水層をさらなるＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた抽出物を、ブラインで洗浄し、Ｎａ２Ｓ
Ｏ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製の暗色固体を得た。この物質を、ＣＨＣｌ３中
に溶解し、ヘキサン中０～２０％のＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲルカラム上で精製し
て、所望の生成物（２．７１ｇ、９９％）を得た。Ｃ１６Ｈ１１ＣｌＦ２ＮＯについての
ＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０６．０；実測値：３０６．１。
【０３５３】
ステップ４：　４－クロロ－３’，５’－ジフルオロ－６－（１－ヒドロキシエチル）－
３－メチルビフェニル－２－カルバルデヒド
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【化１７０】

　塩化メチレン（５０ｍＬ）中の６－アセチル－４－クロロ－３’，５’－ジフルオロ－
３－メチルビフェニル－２－カルボニトリル（２．４３ｇ、７．９５ｍｍｏｌ）混合物に
、ヘキサン中１．０Ｍの水素化ジイソブチルアルミニウム（１９．９ｍＬ、１９．９ｍｍ
ｏｌ）を、－７８℃で添加した。反応物を、撹拌しながら２時間に渡り、室温まで温めた
。水中５．０Ｍの塩化水素（７０ｍＬ）をゆっくりと添加し、撹拌を１時間継続した。得
られた混合物をＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、硫酸ナトリ
ウムで乾燥し、次いで乾燥するまで濃縮した。残渣を、シリカゲル上で、ヘキサン中０～
５０％ＥｔＯＡｃで溶出して精製し、所望の生成物（２．４ｇ、９７％）を得た。Ｃ１６

Ｈ１２ＣｌＦ２ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ－ＯＨ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２９３．１；実測
値：２９３．１。
【０３５４】
ステップ５：　４－クロロ－３’，５’－ジフルオロ－６－（１－ヒドロキシエチル）－
３－メチルビフェニル－２－カルボン酸

【化１７１】

　メタノール（４０ｍＬ）中４－クロロ－３’，５’－ジフルオロ－６－（１－ヒドロキ
シエチル）－３－メチルビフェニル－２－カルバルデヒド（１．００ｇ、３．２２ｍｍｏ
ｌ）溶液に、水中１．０Ｍの水酸化ナトリウム（１６ｍＬ、１６ｍｍｏｌ）を添加し、そ
の後水中１．０Ｍの水酸化ナトリウムを添加した。室温で一晩撹拌した後、混合物を、１
ＮのＨＣｌで、ｐＨ５までゆっくりと酸性化し、次いでＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた
有機層をブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で乾燥するまで濃縮した
。粗残渣を、次のステップで直接使用した（１．０５ｇ、１００％）。
【０３５５】
ステップ６：　４－クロロ－Ｎ－エチル－３’，５’－ジフルオロ－６－（１－ヒドロキ
シエチル）－３－メチルビフェニル－２－カルボキサミド
【化１７２】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（４ｍＬ）中の４－クロロ－３’，５’－ジフルオロ－
６－（１－ヒドロキシエチル）－３－メチルビフェニル－２－カルボン酸（２５０ｍｇ、
０．７６ｍｍｏｌ）、エチルアミン塩酸塩（９４ｍｇ、１．１ｍｍｏｌ）およびベンゾト
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リアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウムヘキサフルオロホス
フェート（０．５１ｇ、１．１ｍｍｏｌ）混合物を、室温で１０分間撹拌した。得られた
混合物に、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（０．４０ｍＬ、２．３ｍｍｏｌ）を添
加した。室温で一晩撹拌した後、反応物を水でクエンチし、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わ
せた有機層を水、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、次いで乾燥するまで濃
縮した。残渣を、シリカゲル上で、ヘキサン中０～８０％ＥｔＯＡｃで溶出して精製し、
所望の生成物（１８５ｍｇ、６８％）を得た。Ｃ１８Ｈ１９ＣｌＦ２ＮＯ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３５４．１；実測値：３５４．０。
【０３５６】
ステップ７：　１－｛４－クロロ－６－［（エチルアミノ）カルボニル］－３’，５’－
ジフルオロ－５－メチルビフェニル－２－イル｝エチルメタンスルホネート
【化１７３】

　塩化メチレン（３ｍＬ）中の４－クロロ－Ｎ－エチル－３’，５’－ジフルオロ－６－
（１－ヒドロキシエチル）－３－メチルビフェニル－２－カルボキサミド（１８５ｍｇ、
０．５２３ｍｍｏｌ）混合物に、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（０．１８ｍＬ、
１．０ｍｍｏｌ）、その後塩化メタンスルホニル（０．０６１ｍＬ、０．７８ｍｍｏｌ）
を添加した。反応物を室温で１０分間撹拌し、氷水上に注ぎ入れることによりクエンチし
、ジクロロメタンで抽出した。合わせた有機層を、炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、
硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥するまで蒸発させた。残渣を次のステップで直接使用し
た（０．２２６ｇ、１００％）。Ｃ１９Ｈ２１ＣｌＦ２ＮＯ４ＳについてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３２．１；実測値：４３２．１。
【０３５７】
ステップ８：　６－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－４－クロロ－Ｎ－エチル－３’，５’－ジフルオロ－３
－メチルビフェニル－２－カルボキサミド

【化１７４】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．５ｍＬ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（ケンブリッジ社（ChemBridge）製）（２６ｍｇ、０．
１７ｍｍｏｌ）混合物に、水素化ナトリウム（１４ｍｇ、０．３５ｍｍｏｌ）を添加した
。室温で３０分間撹拌した後、得られた混合物に、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．
５ｍＬ）中の１－｛４－クロロ－６－［（エチルアミノ）カルボニル］－３’，５’－ジ
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フルオロ－５－メチルビフェニル－２－イル｝エチルメタンスルホネート（５０ｍｇ、０
．１ｍｍｏｌ）混合物を添加した。反応物を室温で一晩撹拌し、次いで水でクエンチした
。得られた混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の
流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）
で精製して、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２４Ｈ２

４ＣｌＦ２Ｎ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８５．２；実測値
：４８５．１。
【０３５８】
実施例３８：　４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化１７５】

【０３５９】
ステップ１：　４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ピリジン－
２－カルボニトリル

【化１７６】

　水素化ナトリウム（２０．ｍｇ、０．５０ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミ
ド（４ｍＬ）中の４－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メ
チルフェニル］ピリジン－２－カルボニトリル（実施例１６、ステップ３より）（９０ｍ
ｇ、０．２８ｍｍｏｌ）、４－アミノピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン（アクロスオー
ガニクス社（Acros Organics）製）（５７ｍｇ、０．４２ｍｍｏｌ）混合物に添加し、反
応物を３０℃で一晩撹拌した。混合物を水で処理し、次いで濾過して、所望の生成物を得
た。Ｃ２１Ｈ１９ＣｌＮ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２０．
１；実測値：４２０．１
【０３６０】
ステップ２：　４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
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ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ピリジン－
２－カルボン酸
【化１７７】

　水中１．０Ｍの水酸化ナトリウム（０．３ｍＬ、０．３ｍｍｏｌ）を、エタノール（０
．３ｍＬ）中の４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ピリジン－
２－カルボニトリル（６０ｍｇ、０．１４ｍｍｏｌ）混合物に添加した。反応混合物を、
９５℃で６時間加熱し、次いで濃塩酸で処理して、ｐＨを約３に調節した。溶媒を減圧下
で除去し、得られた残渣を、さらに精製することなく次のステップで使用した。Ｃ２１Ｈ

２０ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３９．１；実測値
：４３９．２
【０３６１】
ステップ３：　４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド

【化１７８】

　ＴＨＦ中ジメチルアミン（２．０Ｍ）（０．１４ｍＬ、０．２８ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド（０．７ｍＬ）中の４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－
メチルフェニル｝ピリジン－２－カルボン酸（１８．６ｍｇ、０．０４２ｍｍｏｌ）およ
びベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウムヘキサフ
ルオロホスフェート（１０ｍｇ、０．０３ｍｍｏｌ）溶液に、室温で添加し、その後トリ
エチルアミン（８．８μＬ、０．０６４ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を１時間撹拌し、
次いで水でクエンチした。混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、
３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃
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た。Ｃ２３Ｈ２５ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６６
．２；実測値：４６６．２。
【０３６２】
実施例３９：　４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）ピリジン－２－カルボキサミド
【化１７９】

　ＴＨＦ中のエタノールアミン（２．０Ｍ）（０．１４ｍＬ、０．２８ｍｍｏｌ）を、Ｎ
，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．７ｍＬ）中の４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル｝ピリジン－２－カルボン酸（実施例３８、ステップ２より）（１８
．６ｍｇ、０．０４２ｍｍｏｌ）、ベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチ
ルアミノ）ホスホニウムヘキサフルオロホスフェート（１０ｍｇ、０．０３ｍｍｏｌ）溶
液に、室温で添加し、その後トリエチルアミン（８．８μＬ、０．０６４ｍｍｏｌ）を添
加した。反応物を１時間撹拌し、次いで水でクエンチした。混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（
ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウム
を含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成物を得た。生成
物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２３Ｈ２５ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８２．２；実測値：４８２．２。
【０３６３】
実施例４０：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－シアノ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド
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【化１８０】

　触媒予備形成：無水ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）を、使用前に、Ｎ２の穏やかな流
気での３０分間パージした。Ｈ２ＳＯ４の５０ｍＭ溶液を、１０ｍＬのジメチルアセトア
ミドおよび２６．８μＬの濃硫酸で調製し、次いでＮ２で１０分間パージした。磁気撹拌
子および隔壁キャップを備えた８ｍＬバイアルに、Ｐｄ（ＯＡｃ）２（２２．５ｍｇ、１
００μｍｏｌ）および２－ジシクロヘキシルホスフィノ－２’，４’，６’－トリイソプ
ロピルビフェニル（９５．３ｍｇ、２００μｍｏｌ）を添加した。バイアルを排気し、Ｎ

２を３回充填し、Ｎ２の穏やかな流気で１０分間パージした。Ｈ２ＳＯ４（２．０ｍＬ、
ＤＭＡ中５０ｍＭ）を添加し、触媒混合物を、油浴中、８０℃で３０分間撹拌して、均一
なコーヒーブラウン色の溶液を得た。
【０３６４】
　上述の触媒（０．０５ｍＬ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（０．１ｍＬ）中の４
－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２－ヒ
ドロキシエチル）－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド（実施例１９より）（４．
０ｍｇ、０．００７８ｍｍｏｌ）、亜鉛（０．２２ｍｇ、０．００３４ｍｍｏｌ）および
シアン化亜鉛（０．９２ｍｇ、０．００７８ｍｍｏｌ）混合物に添加した。混合物を脱気
し、次いで反応物を１２０℃で１．５時間加熱した。未精製の混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ
（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウ
ムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）に供して、所望の生成物を得た。生成
物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２６Ｈ２９Ｎ８Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０１．２；実測値：５０１．２
【０３６５】
実施例４１：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［４，３－
ｃ］ピリジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
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【化１８１】

【０３６６】
ステップ１：　Ｎ－（２，４－ジメトキシベンジル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［４
，３－ｃ］ピリジン－４－アミン

【化１８２】

　１－ブタノール中の４－クロロ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［４，３－ｃ］ピリジン
（３３０ｍｇ、１．９ｍｍｏｌ）および１－（２，４－ジメトキシフェニル）メタンアミ
ン（０．５８ｍＬ、３．９ｍｍｏｌ）溶液を、マイクロ波中、１５０℃で４０分間、加熱
した。分取ＬＣＭＳによる精製（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量に
て、０．１％水酸化アンモニウムを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により、
所望の生成物（２４０ｍｇ、４２％）を得た。Ｃ１６Ｈ１９Ｎ４Ｏ２についてのＬＣＭＳ
（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２９９．１；実測値：２９９．２。
【０３６７】
ステップ２：　５－［３－クロロ－５－（１－｛４－［（２，４－ジメトキシベンジル）
アミノ］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［４，３－ｃ］ピリジン－１－イル｝エチル）－
６－メトキシ－２－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化１８３】
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　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２ｍＬ）中のＮ－（２，４－ジメトキシベンジル）－
３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［４，３－ｃ］ピリジン－４－アミン（１１０ｍｇ、０．３
７ｍｍｏｌ）溶液を、水素化ナトリウム（３０ｍｇ、０．７５ｍｍｏｌ）で処理し、２０
℃で３０分間撹拌した。反応混合物を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１ｍＬ）中の５
－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］－Ｎ
，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１３０ｍｇ、０．３４ｍｍｏｌ）溶液で
処理し、５０℃で一晩加熱した。反応混合物を水で希釈し、酢酸エチルで抽出した（２ｘ
）。合わせた有機抽出物を、水およびブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾
過し、濃縮して粗残渣を得た。分取ＬＣＭＳによる精製（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム
、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含むアセトニトリル／水の濃
度勾配で溶出）により、所望の生成物（１１０ｍｇ、４９％）を得た。Ｃ３４Ｈ３８Ｃｌ
Ｎ６Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝６２９．３；実測値：６２９
．１。
【０３６８】
ステップ３：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［４，３－
ｃ］ピリジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
　塩化メチレン（２ｍＬ）中の５－［３－クロロ－５－（１－｛４－［（２，４－ジメト
キシベンジル）アミノ］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［４，３－ｃ］ピリジン－１－イ
ル｝エチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－
カルボキサミド（８５ｍｇ、０．１４ｍｍｏｌ）溶液を、トリフルオロ酢酸（２ｍＬ）で
処理し、２０℃で３時間、４０℃で２０分間、撹拌した。分取ＬＣＭＳによる精製（ＸＢ
ｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％トリフルオロ酢酸を含む
、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により、所望の生成物（４４ｍｇ、４６％）を
得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２５Ｈ２８ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７９．２；実測値：４７９．０。１Ｈ　ＮＭＲ（
３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　１２．８（ｂｒｓ、０．５Ｈ）、８．５０（ｂ
ｒｓ、０．５Ｈ）、８．３７（ｂｒｓ、２Ｈ）、７．９１－７．８６（ｍ、０．５Ｈ）、
７．８０－７．７５（ｍ、０．５Ｈ）、７．６８－７．５８（ｍ、３Ｈ）、７．１７（ｄ
、Ｊ＝７．３Ｈｚ、１Ｈ）、６．１９（ｑ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、１Ｈ）、３．０４（ｓ、３
Ｈ）、３．０１（ｓ、３Ｈ）、２．９４（ｓ、３Ｈ）、２．６１（ｓ、３Ｈ）、２．０５
（ｓ、３Ｈ）、１．８３（ｄ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）。
【０３６９】
実施例４２：　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ
］ピリミジン－７－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化１８４】

　５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－４－アミン［ＡＣＥＳファーマ
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社（ACES Pharma）、５７９７４］を出発物質として使用し、実施例４１、ステップ２の
手順に従って、所望の化合物を、収率１８％で調製した。生成物を、ラセミ混合物として
単離した。Ｃ２５Ｈ２８ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
４７９．２；実測値：４７９．３。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　
δ　８．４６（ｂｒｓ、１Ｈ）、８．３１（ｂｒｓ、１Ｈ）、８．２８（ｓ、１Ｈ）、７
．８７－７．８３（ｍ、１Ｈ）、７．６５－７．６１（ｍ、１Ｈ）、７．５１（ｓ、１Ｈ
）、７．４８（ｓ、１Ｈ）、６．２４（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、３．０８（ｓ、３
Ｈ）、３．０１（ｓ、３Ｈ）、２．９５（ｓ、３Ｈ）、２．４０（ｓ、３Ｈ）、２．０５
（ｓ、３Ｈ）、１．７８（ｄ、Ｊ＝７．２Ｈｚ、３Ｈ）。
【０３７０】
実施例４３：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［５－（メチルスルホ
ニル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリル
【化１８５】

【０３７１】
ステップ１：　１－（３－ブロモ－５－クロロ－４－フルオロ－２－ヒドロキシフェニル
）エタノン

【化１８６】

　１－（５－クロロ－４－フルオロ－２－ヒドロキシフェニル）エタノン（例えば、実施
例１３、ステップ１より）（２０．０ｇ、１０１ｍｍｏｌ、１．００当量）および５０％
硫酸水溶液（１２０ｍＬ）を、フラスコに添加した。得られた混合物を、水浴中で撹拌し
ながら、６０℃まで加熱した。Ｎ－ブロモスクシンイミド（２１．５２ｇ、１２０．９ｍ
ｍｏｌ、１．２０当量）を、８分間隔で、三回に分けて添加した［７．０ｇ＋７．０ｇ＋
７．５２ｇ］。反応混合物を６０℃で３時間加熱した後、反応は完了した。反応混合物を
水（１６０ｍｌ）およびジクロロメタン（ＤＣＭ）（３００ｍｌ）で希釈し、混合物を０
．５時間撹拌した。有機層を分離し、水層をジクロロメタン（１００ｍｌ）で抽出した。
合わせた有機層を１ＮのＨＣｌ（１００ｍｌｘ２）、水（１００ｍｌ）、ブライン（６０
ｍｌ）で洗浄し、減圧下で濃縮して、黄色がかった固体の粗生成物（２９．１ｇ）を得た
。粗生成物を、ＨＯＡｃ（１００ｍｌ）中に溶解し、次いで撹拌しながら、水で希釈した
（２００ｍｌ）。得られた混合物を、室温で２０分間撹拌し、生成物を濾過により回収し
、乾燥して、黄色がかった固体の１－（３－ブロモ－５－クロロ－４－フルオロ－２－ヒ
ドロキシフェニル）エタノン（２１．８ｇ、８０．９％）を得た。１Ｈ－ＮＭＲ（３００
ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）　δ　１３．１８（ｓ、１Ｈ、－ＯＨ）、７．７８（ｄ、Ｊ＝７．
７８Ｈｚ、１Ｈ）、２．６３（ｓ、３Ｈ）。
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【０３７２】
ステップ２：　４－アセチル－２－ブロモ－６－クロロ－３－エトキシベンゾニトリル
【化１８７】

　１－（３－ブロモ－５－クロロ－４－フルオロ－２－ヒドロキシフェニル）エタノン（
２．０ｇ、７．５ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１６ｍＬ、２１０ｍｍ
ｏｌ）中でシアン化カリウム（０．５８ｇ、９．０ｍｍｏｌ）と合わせ、油浴中で８５℃
まで加熱した。１８時間加熱した後、反応物を室温まで放冷し、ヨードエタン（０．９０
ｍＬ、１１ｍｍｏｌ）および炭酸カリウム（２．１ｇ、１５ｍｍｏｌ）を添加した。反応
物を６５℃まで加熱し、ＬＣ／ＭＳによりモニタした。３時間加熱した後、反応は完了し
、室温まで放冷し、次いで酢酸エチル中に取り込み、水、ブラインで洗浄し、硫酸マグネ
シウムで乾燥した。得られた溶液を濃縮して、暗色油状の粗生成物を得た。生成物を、シ
リカゲル上でヘキサン：酢酸エチルの濃度勾配で溶出する、フラッシュカラムクロマトグ
ラフィーにより精製して、固体残渣の、４－アセチル－２－ブロモ－６－クロロ－３－エ
トキシベンゾニトリル（１．１５ｇｍ、５０％）を得た。Ｃ１１Ｈ９ＢｒＣｌＮＯ２につ
いてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０１．９、３０３．９；実測値：（イオ
ン化無し）
【０３７３】
ステップ３：　２－ブロモ－６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）
ベンゾニトリル
【化１８８】

　テトラヒドロホウ酸ナトリウム（３８ｍｇ、０．９９ｍｍｏｌ）を、メタノール（５ｍ
Ｌ、１００ｍｍｏｌ）中の４－アセチル－２－ブロモ－６－クロロ－３－エトキシベンゾ
ニトリル（２００ｍｇ、０．７ｍｍｏｌ）混合物に、０℃で添加した。反応物を室温で１
時間撹拌し、濃縮し、水とＥｔＯＡｃに分配した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、
ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、透明油状の、未精製の２－ブロモ－６－クロロ
－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）ベンゾニトリル（０．１５ｇｍ、１００
％）を得た。Ｃ１１Ｈ１１ＢｒＣｌＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／
ｚ＝３０３．９、３０５．９；実測値：３０４．０、３０５．９。
【０３７４】
ステップ４：　２－ブロモ－６－クロロ－４－（１－クロロエチル）－３－エトキシベン
ゾニトリル
【化１８９】

　塩化シアヌル（０．１１ｇ、０．５９ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（
３ｍＬ、４０ｍｍｏｌ）中に溶解した。数分間撹拌した後、塩化メチレン（３ｍＬ、５０
ｍｍｏｌ）中の２－ブロモ－６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）
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ベンゾニトリル（１５０ｍｇ、０．４９ｍｍｏｌ）溶液を添加した。得られた混合物を室
温で一晩撹拌した。反応物を、水とジクロロメタンに分配した。有機層を、飽和ＮａＨＣ
Ｏ３溶液、水、ブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮した。粗生成物を、０～３
０％ＥｔＯＡｃ／ヘキサンの濃度勾配で溶出する、フラッシュカラムクロマトグラフィー
により精製して、半固体の、２－ブロモ－６－クロロ－４－（１－クロロエチル）－３－
エトキシベンゾニトリル（０．１２ｇｍ、７５％）を得た。Ｃ１１Ｈ１０ＢｒＣｌ２ＮＯ
についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２３．９、３２０．９；実測値：（
乏しいイオン化）。
【０３７５】
ステップ５：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－２－ブロモ－６－クロロ－３－エトキシベンゾニトリル
【化１９０】

　水素化ナトリウム（１６ｍｇ、０．４１ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
（３ｍＬ、４０ｍｍｏｌ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
４－アミン（３３ｍｇ、０．２２ｍｍｏｌ）混合物に添加し、１０分間撹拌した。Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド（２ｍＬ）中の２－ブロモ－６－クロロ－４－（１－クロロエチ
ル）－３－エトキシベンゾニトリル（６０ｍｇ、０．２ｍｍｏｌ）を添加し、反応物を５
０℃で一晩撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブライン
で洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。生成物を、０～１０％ＣＨ２Ｃｌ

２／ＭｅＯＨで溶出するフラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製して、固体の４
－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イ
ル）エチル］－２－ブロモ－６－クロロ－３－エトキシベンゾニトリル（０．０５ｇｍ、
６０％）を得た。Ｃ１７Ｈ１６ＢｒＣｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝４３７．０、４３５．０；実測値：４３６．９、４３４．７。
【０３７６】
ステップ６：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［５－（メチルスルホ
ニル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリル

【化１９１】

　アセトニトリル（２ｍＬ、４０ｍｍｏｌ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－ブロモ－６－クロ
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ロ－３－エトキシベンゾニトリル（２０ｍｇ、０．０４ｍｍｏｌ）および３－（メチルス
ルホニル）－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２
－イル）ピリジン（１９ｍｇ、０．０６９ｍｍｏｌ）混合物に、水（０．５ｍＬ、３０ｍ
ｍｏｌ）中の炭酸ナトリウム（１０ｍｇ、０．０９ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を、窒
素の通気により脱気した。［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジク
ロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（２ｍｇ、０．００２ｍｍ
ｏｌ）を添加し、Ｎ２でさらに脱気した。反応物を、１００℃で２時間加熱した。粗生成
物を、分取ＬＣ-ＭＳ（アセトニトリル、水、ＴＦＡ）で精製して、白色非晶質固体の所
望の生成物（０．００４ｇ、２０％）を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。
Ｃ２３Ｈ２２ＣｌＮ７Ｏ３ＳについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１２．
１；実測値：５１２．２。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ）　δ　９．２０（ｄ
、Ｊ＝２．１Ｈｚ、１Ｈ）、９．１２（ｄ、Ｊ＝１．９Ｈｚ、１Ｈ）、８．６１（ｔ、Ｊ
＝２．０Ｈｚ、１Ｈ）、８．１２（ｓ、１Ｈ）、７．８０（ｓ、１Ｈ）、６．３６（ｑ、
Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、３．５４（ｄｔ、Ｊ＝１４．０、７．０Ｈｚ、１Ｈ）、３．３
７（ｓ、３Ｈ）、３．３６－３．３０（ｍ、１Ｈ）、２．５８（ｓ、３Ｈ）、１．８１（
ｄ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、０．９２（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）。
【０３７７】
実施例４４：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル
）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミド
【化１９２】

　実施例４３、ステップ６と類似した方法であるが、Ｎ，Ｎ－ジメチル－５－（４，４，
５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピコリンアミド（ペ
プテック社（Peptech）、カタログ番号：ＢＥ１６２２）を使用して表題化合物を調製し
、粗生成物を得、それを分取ＬＣ-ＭＳ（アセトニトリル、水、ＴＦＡ）で精製して、白
色非晶質固体の所望の生成物（０．００５ｇ、２２％）を得た。生成物を、ラセミ混合物
として単離した。Ｃ２５Ｈ２５ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝５０５．１；実測値：５０５．１。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ）　δ
　８．７２（ｄｄ、Ｊ＝２．１、０．７Ｈｚ、１Ｈ）、８．１４－８．１２（ｍ、１Ｈ）
、８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．７５（ｓ、１Ｈ）、７．７１（ｄｄ、Ｊ＝８．０、０．７
Ｈｚ、１Ｈ）、６．３５（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、３．６１－３．４８（ｍ、１Ｈ
）、３．４２－３．３１（ｍ、１Ｈ）、３．０３（ｓ、３Ｈ）、２．９５（ｓ、３Ｈ）、
２．５７（ｓ、３Ｈ）、１．８０（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、０．９２（ｔ、Ｊ＝７
．０Ｈｚ、３Ｈ）。
【０３７８】
実施例４５：　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミ
ジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝
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－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化１９３】

【０３７９】
ステップ１：　４－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－
８（５Ｈ）－イル）エチル］－２－ブロモ－６－クロロ－３－エトキシベンゾニトリル
【化１９４】

　水素化ナトリウム（１６ｍｇ、０．４１ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
（３ｍＬ、４０ｍｍｏｌ）中の４－アミノピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）
－オン（３６ｍｇ、０．２２ｍｍｏｌ）混合物に添加し、１０分間撹拌した。Ｎ，Ｎ－ジ
メチルホルムアミド（２ｍＬ）中の２－ブロモ－６－クロロ－４－（１－クロロエチル）
－３－エトキシベンゾニトリル（実施例４３、ステップ４）（６０ｍｇ、０．２ｍｍｏｌ
）を添加し、反応物を５０℃で一晩撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和Ｎａ
ＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。生成物を
、ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ（０～１０％）で溶出するＦＣＣにより精製し、固体の４－［
１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル）エ
チル］－２－ブロモ－６－クロロ－３－エトキシベンゾニトリル（０．０４ｇ、５０％）
を得た。Ｃ１８Ｈ１５ＢｒＣｌＮ５Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝４５０．０、４４８．０；実測値：４５０．０、４４８．０。
【０３８０】
ステップ２：　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミ
ジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
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【化１９５】

　アセトニトリル（２ｍＬ、４０ｍｍｏｌ）中の４－［１－（４－アミノ－５－オキソピ
リド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－２－ブロモ－６－クロロ
－３－エトキシベンゾニトリル（２０ｍｇ、０．０４ｍｍｏｌ）および｛６－［（ジメチ
ルアミノ）カルボニル］ピリジン－３－イル｝ボロン酸（１３ｍｇ、０．０６９ｍｍｏｌ
）混合物に、水（０．５ｍＬ、３０ｍｍｏｌ）中炭酸ナトリウム（１０ｍｇ、０．０９ｍ
ｍｏｌ）を添加した。反応物を、窒素の通気により脱気した。［１，１’－ビス（ジフェ
ニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（
１：１）（２ｍｇ、０．００２ｍｍｏｌ）を添加し、Ｎ２によりさらに脱気した。反応物
を１００℃で１時間加熱した。粗生成物を、分取ＬＣ-ＭＳ（アセトニトリル、水、ＴＦ
Ａ）で精製して、白色非晶質固体の所望の生成物（０．００５ｇ、２０％）を得た。生成
物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２６Ｈ２４ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１８．１；実測値：５１８．１。
【０３８１】
実施例４６：　４－（１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－
８（５Ｈ）－イル）エチル）－６－クロロ－３－エトキシ－２－（５－（メチルスルホニ
ル）ピリジン－３－イル）ベンゾニトリル
【化１９６】

　実施例４５、ステップ２に類似した方法であるが、３－（メチルスルホニル）－５－（
４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリジン（
アニシン社（Anisyn Inc.）製、カタログ番号：ＣＴ６０１５１５－３）を使用して表題
化合物を調製し、粗生成物を得、それを分取ＬＣＭＳ（アセトニトリル、水、ＴＦＡ）で
精製して、白色非晶質固体の所望の生成物（０．００５ｇ、２２％）を得た。生成物を、
ラセミ混合物として単離した。Ｃ２４Ｈ２１ＣｌＮ６Ｏ２ＳについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝５２５．１；実測値：５２５．２。
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実施例４７：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（３－フルオロフェニル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－
６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド　ビス（トリフ
ルオロアセテート）
【化１９７】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．１ｍＬ）／水（７４μＬ）中の５－｛３－［１－
（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチ
ル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－
２－カルボキサミド（実施例１５より）（１５ｍｇ、０．０２５ｍｍｏｌ）、（３－フル
オロフェニル）ボロン酸（アルドリッチ社（Aldrich）製）（６．９ｍｇ、０．０５０ｍ
ｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（１６ｍｇ、０．１５ｍｍｏｌ）溶液に、Ｎ２下、テトラキス
（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（２．９ｍｇ、０．００２５ｍｍｏｌ）を
添加した。混合物を１００℃で一晩加熱した。室温まで冷却した後、混合物を濾過し、濾
液を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．
０５％トリフルオロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製し、ビス
－ＴＦＡ塩として、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ３

０Ｈ３０ＣｌＦＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５７４．２；
実測値：５７４．２。
【０３８３】
実施例４８：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エト
キシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（ト
リフルオロアセテート）
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【化１９８】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに４－（４，４，５，５－テ
トラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（アルドリ
ッチ社（Aldrich）製）を使用して、実施例４７に記載される手順に従って調製した。生
成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２７Ｈ２９ＣｌＮ９Ｏ２についてのＬＣＭＳ（
Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝　５４６．２；実測値：５４６．２。
【０３８４】
実施例４９：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－
４－イル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロ
ロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサ
ミドビス（トリフルオロアセテート）
【化１９９】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに１－メチル－４－（４，４
，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾー
ル（アルドリッチ社（Aldrich）製）を使用して、実施例４７に記載される手順に従って
調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２８Ｈ３１ＣｌＮ９Ｏ２について
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５６０．２；実測値：５６０．２。
【０３８５】
実施例５０：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－
３－イル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロ
ロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサ
ミドビス（トリフルオロアセテート）
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【化２００】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに１－メチル－３－（４，４
，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾー
ル（フロンティア社（Frontier）製）を使用して、実施例４７に記載される手順に従って
調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２８Ｈ３１ＣｌＮ９Ｏ２について
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５６０．２；実測値：５６０．２。
【０３８６】
実施例５１：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エト
キシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド　ビス（
トリフルオロアセテート）
【化２０１】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに１－（テトラヒドロ－２Ｈ
－ピラン－２－イル）－３－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボ
ロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（アルドリッチ社（Aldrich）製）を使用して、
実施例４７に記載される手順に従って調製した。未精製の混合物を、精製前に、室温で１
時間、濃塩酸（０．１ｍＬ）で処理した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２

７Ｈ２９ＣｌＮ９Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５４６．２；実
測値：５４６．２。
【０３８７】
実施例５２：　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［１－（２－ヒドロキシエチル）－
１Ｈ－ピラゾール－４－イル］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝
エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジ
ン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
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【化２０２】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに１－（２－｛［ｔｅｒｔ－
ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝エチル）－４－（４，４，５，５－テトラメチル－
１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（実施例２０、ステップ
３より）を使用して、実施例４７に記載される手順に従って調製した。未精製の混合物を
、精製前に、室温で１時間、濃塩酸（０．１ｍＬ）で処理した。生成物を、ラセミ混合物
として単離した。Ｃ２９Ｈ３３ＣｌＮ９Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝５９０．２；実測値：５９０．２。
【０３８８】
実施例５３：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－シクロプロピル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチル
フェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテ
ート）
【化２０３】

　トルエン（０．０５ｍＬ）／水（０．０２ｍＬ）（体積／体積、３／１）中の５－｛３
－［１－（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イ
ル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピ
リジン－２－カルボキサミド（１１ｍｇ、０．０１８ｍｍｏｌ、実施例１５からのラセミ
中間体）、シクロプロピルトリフルオロホウ酸カリウム（３．２ｍｇ、０．０２２ｍｍｏ
ｌ）、リン酸カリウム（１２ｍｇ、０．０５４ｍｍｏｌ）およびテトラキス（トリフェニ
ルホスフィン）パラジウム（０）（０．４２ｍｇ、０．０００３６ｍｍｏｌ）混合物を、
還流にて一晩加熱した。混合物をＭｅＯＨで希釈し、次いで濾過した。濾液を、ＲＰ－Ｈ
ＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％トリフル
オロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製し、ビス－ＴＦＡ塩とし
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７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５２０．２；実測値：５２０．
２。
【０３８９】
実施例５４：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－シアノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化２０４】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．２ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－３
－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ
－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミ
ド（１３ｍｇ、０．０２１ｍｍｏｌ、実施例１５からのラセミ中間体）およびシアン化銅
（１２ｍｇ、０．１３ｍｍｏｌ）混合物を、１２０℃で一晩加熱した。混合物を濾過し、
ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水
酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生
成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２５Ｈ２６ＣｌＮ８Ｏ２につい
てのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０５．２；実測値：５０５．２。
【０３９０】
実施例５５：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（４－フルオロフェニル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－
６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフル
オロアセテート）
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【化２０５】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに４－フルオロフェニルボロ
ン酸（アルドリッチ社（Aldrich）製）を使用して、実施例４７に記載される手順に従っ
て調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ３０Ｈ３０ＣｌＦＮ７Ｏ２につ
いてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５７４．２；実測値：５７４．２。
【０３９１】
実施例５６：　５－｛４－アミノ－１－［１－（５－クロロ－３－｛６－［（ジメチルア
ミノ）カルボニル］ピリジン－３－イル｝－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル
］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－３－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン
－２－カルボキサミドトリス（トリフルオロアセテート
【化２０６】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りにＮ，Ｎ－ジメチル－５－（
４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリジン－
２－カルボキサミド（ペプテック社（PepTech）製）を使用して、実施例４７に記載され
る手順に従って調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ３２Ｈ３５ＣｌＮ

９Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝６２８．３；実測値：６２８．
３。
【０３９２】
実施例５７：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（５－シアノピリジン－３－イル）
－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エ
トキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドトリス
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（トリフルオロアセテート）
【化２０７】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに５－（４，４，５，５－テ
トラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ニコチノニトリル（フロンティ
ア社（Frontier）製）を使用して、実施例４７に記載される手順に従って調製した。生成
物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ３０Ｈ２９ＣｌＮ９Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５８２．２；実測値：５８２．２。
【０３９３】
実施例５８：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（２－アミノピリミジン－５－イル
）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－
エトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドトリ
ス（トリフルオロアセテート）
【化２０８】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに５－（４，４，５，５－テ
トラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリミジン－２－アミンを使用
して、実施例４７に記載される手順に従って調製した。生成物を、ラセミ混合物として単
離した。Ｃ２８Ｈ３０ＣｌＮ１０Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
５７３．２；実測値：５７３．２。
【０３９４】
実施例５９：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－｛６－［（メチルアミノ）カルボニ
ル］ピリジン－３－イル｝－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチ
ル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－
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２－カルボキサミドトリス（トリフルオロアセテート）
【化２０９】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りにＮ－メチル－５－（４，４
，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリジン－２－カ
ルボキサミド（フロンティア社（Frontier）製）を使用して、実施例４７に記載される手
順に従って調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ３１Ｈ３３ＣｌＮ９Ｏ

３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝６１４．２；実測値：６１４．２。
【０３９５】
実施例６０：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メ
チルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドトリス（トリフルオロ
アセテート）
【化２１０】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに４－ピリジニルボロン酸（
アルドリッチ社（Aldrich）製）を使用して、実施例４７に記載される手順に従って調製
した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２９Ｈ３０ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５５７．２；実測値：５５７．２。
【０３９６】
実施例６１：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ピリジン－３－イル－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メ
チルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドトリス（トリフルオロ
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【化２１１】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに３－ピリジニルボロン酸（
アルドリッチ社（Aldrich）製）を使用して、実施例４７に記載される手順に従って調製
した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２９Ｈ３０ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５５７．２；実測値：５５７．２。
【０３９７】
実施例６２：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－｛５－［（ジメチルアミノ）カルボ
ニル］ピリジン－３－イル｝－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エ
チル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン
－２－カルボキサミドトリス（トリフルオロアセテート）
【化２１２】

　この化合物を、（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りにＮ，Ｎ－ジメチル－５－（
４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ニコチンア
ミド（ペプテック社（PepTech）製）を使用して、実施例４７に記載される手順に従って
調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ３２Ｈ３５ＣｌＮ９Ｏ３について
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝　６２８．３；実測値：６２８．３。
【０３９８】
実施例６３：　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－オキセ
タン－３－イルアゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
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【化２１３】

　塩化メチレン（０．３２ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロ
ロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（２１ｍｇ、０．０４６ｍｍｏｌ、実施例２、
ステップ１からのラセミ中間体）、オキセタン－３－オン（シントニクス社（Synthonix
）製、３．６ｍｇ、０．０５０ｍｍｏｌ）、およびトリエチルアミン（２０μＬ、０．１
４ｍｍｏｌ）混合物に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウムの樹脂（４０ｍｇ、０．０
９１ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を室温で一晩撹拌した。混合物を濾過し、濃
縮し、次いで、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量に
て、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により
精製して、所望の生成物（２ｍｇ、９．９％）を得た。生成物を、ラセミ混合物として単
離した。Ｃ２２Ｈ２８ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４
４３．２；実測値：４４３．１。
【０３９９】
実施例６４：　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－［１－（テト
ラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）アゼチジン－３－イル］フェニル｝エチル）－３－
メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン

【化２１４】

　塩化メチレン（０．３２ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロ
ロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（２１ｍｇ、０．０４６ｍｍｏｌ、実施例２、
ステップ１からのラセミ中間体））、テトラヒドロ－４Ｈ－ピラン－４－オン（アルドリ
ッチ社（Aldrich）製、４．６μＬ、０．０５０ｍｍｏｌ）、およびトリエチルアミン（
２０μＬ、０．１４ｍｍｏｌ）混合物に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウムの樹脂（
４０ｍｇ、０．０９１ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で一晩撹拌した。
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混合物を濾過し、濃縮し、次いで、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３
０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度
勾配で溶出）により精製して、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離
した。Ｃ２４Ｈ３２ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７
１．２；実測値：４７１．２。
【０４００】
実施例６５：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルニコチンアミド
【化２１５】

　アセトニトリル（０．８ｍＬ）／水（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－
クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（２５ｍｇ、０．０６１ｍｍｏｌ）（キラル純粋、
実施例２０、ステップ２からの第１ピーク）、Ｎ，Ｎ－ジメチル－５－（４，４，５，５
－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ニコチンアミド（ペプテッ
ク社（PepTech）製）（２５ｍｇ、０．０９１ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（１３ｍｇ、
０．１２ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジク
ロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（９．９ｍｇ、０．０１２
ｍｍｏｌ）混合物を、Ｎ２で脱気し、次いで９５℃で２時間撹拌した。混合物を濾過し、
濾液を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０
．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製し
て、所望の生成物を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２４Ｈ２

７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８０．２；実測値：
４８０．２。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．６４（１Ｈ、ｓ
）、８．５４（１Ｈ、ｂｒｓ）、８．１３（１Ｈ、ｓ）、７．８２（１Ｈ、ｍ）、７．５
３（１Ｈ、ｓ）、７．４２（２Ｈ、ｂｒｓ）、６．２８（１Ｈ、ｑ、Ｊ＝６．５Ｈｚ）、
３．２２（３Ｈ、ｓ）、２．９５（６Ｈ、ｍ）、２．５８（３Ｈ、ｓ）、２．０４（３Ｈ
、ｓ）、１．７７（３Ｈ、ｄ、Ｊ＝６．５Ｈｚ）ｐｐｍ。
【０４０１】
実施例６６：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
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【化２１６】

　アセトニトリル（０．８ｍＬ）／水（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－
クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（２５ｍｇ、０．０６１ｍｍｏｌ）（キラル純粋、
実施例２０、ステップ２からの第１ピーク）、Ｎ，Ｎ－ジメチル－５－（４，４，５，５
－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリジン－２－カルボキサ
ミド（２５ｍｇ、０．０９１ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（１３ｍｇ、０．１２ｍｍｏｌ
）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（
ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（９．９ｍｇ、０．０１２ｍｍｏｌ）混合物
を、Ｎ２で脱気し、次いで９５℃で２時間撹拌した。室温まで冷却した後、混合物を濾過
し、濾液を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて
、０．０５％トリフルオロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製し
、ビス－ＴＦＡ塩として、所望の生成物を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして
単離した。Ｃ２４Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
４８０．２；実測値：４８０．２。１Ｈ ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ
　：８．７８（２Ｈ、ｂｒｓ）、８．４８（１Ｈ、ｍ）、８．３６（１Ｈ、ｓ）、７．８
６（１Ｈ、ｂｒｓ）、７．６５（１Ｈ、ｂｒｓ）、７．５８（１Ｈ、ｓ）、６．３３（１
Ｈ、ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ）、３．１９（３Ｈ、ｓ）、３．０３（３Ｈ、ｓ）、２．９７（
３Ｈ、ｓ）、２．６２（３Ｈ、ｓ）、２．０６（３Ｈ、ｓ）、１．８１（３Ｈ、ｄ、Ｊ＝
７．０Ｈｚ）ｐｐｍ。
【０４０２】
実施例６７：　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化２１７】

【０４０３】
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ステップ１：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－４－フルオロ－２
－メトキシフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン二塩酸塩
　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフ
ェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（１．６ｇ、３．２ｍｍｏｌ、実施例１３、
ステップ７より）を、室温で２時間、塩化メチレン（１７ｍＬ）中、ジオキサン中４．０
Ｍの塩化水素（８．１５ｍＬ、３２．６ｍｍｏｌ）で処理した。混合物を乾燥するまで濃
縮して、所望の生成物を得た。Ｃ１８Ｈ２１ＣｌＦＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝３９１．１；実測値：３９１．１。
【０４０４】
ステップ２：　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　塩化メチレン（２０ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－
４－フルオロ－２－メトキシフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（０．９０ｇ、１．９ｍｍｏｌ、実施例６７、ス
テップ１）、アセトン（１．０ｍＬ、１４ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（２．５ｍ
Ｌ、１８ｍｍｏｌ）混合物に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウム樹脂（２．５ｇ、５
．８ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を室温で２時間撹拌し、次いで濾過し、水で洗浄し、
ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、粗生成物（８７０ｍｇ、１００％）を得た。Ｃ

２１Ｈ２７ＣｌＦＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３３．２；
実測値：４３３．１
【０４０５】
ステップ３：　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミンの単一のエナンチオマー
　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イ
ル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン（８７０ｍｇ、２．０ｍｍｏｌ）のエナンチオマーを、流量１８ｍ
Ｌ／分、および約８ｍｇ／注入でのカラム充填にて、ヘキサン中１０％エタノールで溶出
する、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｘセルロース－２カラムで分離して、２つのエナンチ
オマーを分離した。第１ピーク保持時間１０．９分間；第２ピーク保持時間１３．６分間
。第１ピークの画分（１１０ｍｇ、１３％）を濃縮し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ
　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセト
ニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製して、所望の生成物を得た。生成物を、
単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２１Ｈ２７ＣｌＦＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（
Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３３．２；実測値：４３３．１
【０４０６】
実施例６８：　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２
－メトキシフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール
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【化２１８】

　エタノール（０．５３ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ
－４－フルオロ－２－メトキシフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（１５ｍｇ、０．０３２ｍｍｏｌ、実施例６７
、ステップ１より）およびトリエチルアミン（１８μＬ、０．１３ｍｍｏｌ）混合物に、
（Ｓ）－（－）－メチルオキシラン（６．８μＬ、０．０９７ｍｍｏｌ）を添加した。得
られた混合物を９０℃で３時間加熱し、次いでＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８
カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル
／水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成物を得た。エナンチオマーを、流量１８
ｍＬ／分にて、ヘキサン中２０％エタノールで溶出する、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｘ
セルロースＣ－４カラム（５μＭ、２１．２ｘ２５０ｍｍ）で分離して、２つのエナンチ
オマーを得た。第１ピーク（２．７ｍｇ、１８％）保持時間８．９分間；Ｃ２１Ｈ２７Ｃ
ｌＦＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４９．２；実測値：４
４９．１。１Ｈ　ＮＭＲ（ＤＭＳＯ－ｄ６、５００ＭＨｚ）　δ　８．１１（１Ｈ、ｓ）
、７．４２（１Ｈ、ｄ、Ｊ＝８．５Ｈｚ）、７．２５（２Ｈ、ｂｒｓ）、６．２１（１Ｈ
、ｑ、Ｊ＝７．５Ｈｚ）、４．２８（１Ｈ、ｄ、Ｊ＝４．０Ｈｚ）、３．８２（３Ｈ、ｍ
）、３．６２（３Ｈ、ｓ）、３．５５（１Ｈ、ｍ）、３．０５（１Ｈ、ｍ）、２．９７（
１Ｈ、ｍ）、２．５５（３Ｈ、ｓ）、２．２８（２Ｈ、ｍ）、１．７０（２Ｈ、ｄ、Ｊ＝
７．５Ｈｚ）、１．００（３Ｈ、ｄ、Ｊ＝６．０Ｈｚ）ｐｐｍ。第２ピーク保持時間１０
．０分間。
【０４０７】
実施例７１：　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシ
フェニル｝アゼチジン－１－イル）エタノール

【化２１９】

　メタノール（０．１ｍＬ）／アセトニトリル（０．１ｍＬ）／テトラヒドロフラン（０
．１ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－４－フルオロ－２
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－メトキシフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン二塩酸塩（１９ｍｇ、０．０４１ｍｍｏｌ、実施例６７、ステップ１からの
ラセミ中間体）およびトリエチルアミン（２８μＬ、０．２０ｍｍｏｌ）混合物に、｛［
ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝アセトアルデヒド（３９μＬ、０．２０
ｍｍｏｌ）を添加し、その後トリアセトキシホウ水素化ナトリウム（２２ｍｇ、０．１０
ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で一晩撹拌した。混合物を、室温で１０
分間、水中６．０Ｍの塩化水素（０．０７ｍＬ、０．４ｍｍｏｌ）で処理し、次いでＲＰ
－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化
アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成物
（２．５ｍｇ、１３％）を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２０Ｈ２５

ＣｌＦＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３５．２；実測値：
４３５．１。
【０４０８】
実施例７２：　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－２－メトキシ－３－（１－オキ
セタン－３－イルアゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化２２０】

　メタノール（０．１ｍＬ）／アセトニトリル（０．１ｍＬ）／テトラヒドロフラン（０
．１ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－４－フルオロ－２
－メトキシフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン二塩酸塩（１９ｍｇ、０．０４１ｍｍｏｌ、実施例６７、ステップ１からの
ラセミ中間体）およびトリエチルアミン（２８μＬ、０．２０ｍｍｏｌ）混合物に、３７
％ホルムアルデヒド（１５μＬ、０．２０ｍｍｏｌ）を添加し、その後トリアセトキシホ
ウ水素化ナトリウム（２２ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室
温で一晩撹拌した。混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍ
Ｌ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配
で溶出）で精製して、所望の生成物（１．２ｍｇ、６．３％）を得た。生成物を、ラセミ
混合物として単離した。Ｃ１９Ｈ２３ＣｌＦＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝４０５．２；実測値：４０５．１。
【０４０９】
実施例７３：　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
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【化２２１】

【０４１０】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２
－メトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（６．９ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ
－５－（１－クロロエチル）－２－フルオロ－６－メトキシフェニル］アゼチジン－１－
カルボキシレート（０．７７ｇ、２．０ｍｍｏｌ、実施例１３、ステップ６からのラセミ
中間体）、３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（０．５
８ｇ、２．２ｍｍｏｌ）混合物に、ヨウ化カリウム（３４ｍｇ、０．２０ｍｍｏｌ）およ
び炭酸セシウム（０．９９ｇ、３．０ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、１４０
℃で加熱し、３時間撹拌した。冷却後、透明な溶液を、水および酢酸エチル（ＥｔＯＡｃ
）中に取り込んだ。固体を水およびＥｔＯＡｃで希釈し、溶解するまで撹拌した。有機層
を合わせ、濃縮し、シリカゲル上（ヘキサン中０～１００％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製し
て、所望の生成物（０．５５ｇ、４５％）を得た。Ｃ２２Ｈ２６ＣｌＦＩＮ６Ｏ３につい
てのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝６０３．１；実測値：６０２．９。
【０４１１】
ステップ２：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ビニル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２
－メトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（５ｍＬ）／水（２．７３ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル
３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフェニル｝アゼチジン
－１－カルボキシレート（０．５５ｇ、０．９１ｍｍｏｌ）、４，４，５，５－テトラメ
チル－２－ビニル－１，３，２－ジオキサボロラン（０．２８１ｇ、１．８２ｍｍｏｌ）
、炭酸ナトリウム（０．５８０ｇ、５．４７ｍｍｏｌ）溶液に、Ｎ２下、テトラキス（ト
リフェニルホスフィン）－パラジウム（０）（０．１０５ｇ、０．０９１０ｍｍｏｌ）を
添加した。混合物を、１００℃で一晩加熱した。室温まで冷却した後、混合物を水で希釈
し、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層を濃縮し、シリカゲル上（ヘキサン中０～１
００％ＥｔＯＡｃ、その後ジクロロメタン中０～１０％ＭｅＯＨで溶出）で精製して、所
望の生成物（０．３４ｇ、７４％）を得た。Ｃ２４Ｈ２９ＣｌＦＮ６Ｏ３についてのＬＣ
ＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０３．２；実測値：５０３．１。
【０４１２】
ステップ３：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１，２－ジヒド
ロキシエチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－
クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　ｔｅｒｔ－ブチルアルコール（５ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－
アミノ－３－ビニル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－
５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
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（３４０ｍｇ、０．６８０ｍｍｏｌ）溶液に、Ｎ－メチルモルホリンＮ－オキシド（８７
ｍｇ、０．７４ｍｍｏｌ）および水（２．１ｍＬ）を添加した。この溶液に、次いで４％
オスミウムテトラオキシド（０．２１ｍＬ、０．０３４ｍｍｏｌ）を添加した。３時間撹
拌した後、さらに１当量のＮ－メチルモルホリンＮ－オキシドを添加した。反応物を室温
で一晩撹拌した。溶液を水で希釈し、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ

４で乾燥し、濾過し、濃縮して、粗生成物（０．４ｇ、１００％）を得、それを、次のス
テップで直接使用した。Ｃ２４Ｈ３１ＣｌＦＮ６Ｏ５についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝５３７．２；実測値：５３７．２。
【０４１３】
ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ホルミル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－
２－メトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　テトラヒドロフラン（５．６ｍＬ）／水（３．４ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３
－｛１－［４－アミノ－３－（１，２－ジヒドロキシエチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフェ
ニル）アゼチジン－１－カルボキシレート（０．４０ｇ、０．７４ｍｍｏｌ）溶液に、酢
酸（０．０１１ｍＬ、０．１９ｍｍｏｌ）および過ヨウ素酸ナトリウム（０．４７８ｇ、
２．２３ｍｍｏｌ）を、０℃で添加した。２時間撹拌した後、反応混合物を水で希釈し、
ＥｔＯＡｃで抽出した。有機層を合わせ、ブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過
し、濃縮して、所望の生成物（０．３５ｇ、９２％）を得、それを次のステップで直接使
用した。Ｃ２３Ｈ２７ＣｌＦＮ６Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
５０５．２；実測値：５０５．１。
【０４１４】
ステップ５：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチ
ル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－６
－フルオロ－２－メトキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　０℃に冷却した塩化メチレン（４ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－
アミノ－３－ホルミル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］
－５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレー
ト（０．３５ｇ、０．６９ｍｍｏｌ）溶液に、ジエチルアミノ硫黄三フッ化物（０．２３
ｍＬ、１．７ｍｍｏｌ）を滴加した。混合物を室温で２時間撹拌し、次いでジクロロメタ
ンで希釈し、水で洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、次いで濃縮し、シリカゲル上（
ヘキサン中０～１００％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製して、所望の生成物（０．２１ｇ、５
７％）を得た。Ｃ２３Ｈ２７ＣｌＦ３Ｎ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝５２７．２；実測値：５２７．２。
【０４１５】
ステップ６：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－４－フルオロ－２
－メトキシフェニル）エチル］－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩
　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－６－フルオロ－
２－メトキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート（０．２１ｇ、０．４０ｍｍ
ｏｌ）を、室温で２時間、塩化メチレン（４ｍＬ）中、ジオキサン中４．０Ｍの塩化水素
（１ｍＬ、４ｍｍｏｌ）で処理した。混合物を濃縮して、所望の生成物（０．１７７ｇ、
８９％）を得た。Ｃ１８Ｈ１９ＣｌＦ３Ｎ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝４２７．１；実測値：４２７．１。
【０４１６】
ステップ７：　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
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　塩化メチレン（０．９ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ
－４－フルオロ－２－メトキシフェニル）エチル］－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（４５ｍｇ、０．０９０ｍｍｏ
ｌ）、アセトン（３７ｍｇ、０．６３ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（６３μＬ、０
．４５ｍｍｏｌ）混合物に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウム樹脂（０．１２ｇ、０
．２７ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を室温で２時間撹拌し、次いで濾過し、濃縮し、Ｒ
Ｐ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸
化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成
物（２．５ｍｇ、６．８％）を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２１Ｈ

２５ＣｌＦ３Ｎ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６９．２；実測
値：４６９．２。
【０４１７】
実施例７４：　２－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－６－フルオロ
－２－メトキシフェニル）アゼチジン－１－イル］エタノール
【化２２２】

　塩化メチレン（０．９ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ
－４－フルオロ－２－メトキシフェニル）エチル］－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（４５ｍｇ、０．０９０ｍｍｏ
ｌ）、｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝アセトアルデヒド（１１０ｍ
ｇ、０．６３ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（６３μＬ、０．４５ｍｍｏｌ）混合物
に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウム樹脂（０．１２ｇ、０．２７ｍｍｏｌ）を添加
した。混合物を室温で２時間撹拌し、次いで濾過した。濾液を、水中６．０Ｍの塩化水素
（０．２ｍＬ、０．９ｍｍｏｌ）で処理し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カ
ラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／
水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成物（２．５ｍｇ、５．６％）を得た。Ｃ２

０Ｈ２３ＣｌＦ３Ｎ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７１．１
；実測値：４７１．２。ラセミ生成物を、流量１８ｍＬ／分、および約４ｍｇ／注入での
カラム充填にて、ヘキサン中２０％エタノールで溶出する、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕ
ｘセルロース－４カラムで分離して、２つのエナンチオマーを分離した。第１ピーク保持
時間１３．１分間；第２ピーク保持時間１６．３分間。
【０４１８】
実施例７６：　（２Ｓ）－１－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチ
ル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－６
－フルオロ－２－メトキシフェニル）アゼチジン－１－イル］プロパン－２－オール
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【化２２３】

　エタノール（１．７ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－
４－フルオロ－２－メトキシフェニル）エチル］－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（５１ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ、
実施例７３、ステップ６からのラセミ中間体）およびトリエチルアミン（５７μＬ、０．
４１ｍｍｏｌ）混合物に、（Ｓ）－（－）－メチルオキシラン（１８μＬ、０．２６ｍｍ
ｏｌ）を添加した。得られた混合物を９０℃で３時間加熱し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉ
ｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、
アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成物（２．７ｍｇ、５．３
％）を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２１Ｈ２５ＣｌＦ３Ｎ６Ｏ２に
ついてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８５．２；実測値：４８５．１。
【０４１９】
実施例７７：　５－（１－（４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－２－フルオロ－３－（１－（（Ｓ）－２
－ヒドロキシプロピル）アゼチジン－３－イル）－４－メトキシベンゾニトリル

【化２２４】

　（２Ｓ）－１－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－６－フルオロ－
２－メトキシフェニル）アゼチジン－１－イル］プロパン－２－オール（１６ｍｇ、０．
０３２ｍｍｏｌ、実施例７６より）を含むマイクロ波バイアルに、亜鉛（１．０ｍｇ、０
．０１６ｍｍｏｌ）、ビス（トリ－ｔ－ブチルホスフィン）パラジウム（６．５ｍｇ、０
．０１３ｍｍｏｌ）およびＮ－メチルピロリジノン（０．２０ｍＬ、２．０ｍｍｏｌ）を
添加した。混合物をＮ２で数分間脱気して、その後シアン化亜鉛（７．５ｍｇ、０．０６
４ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を１３０℃で一晩撹拌し、次いで冷却し、ＲＰ
－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化
アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成物
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２５Ｆ３Ｎ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７６．２；実測値
：４７６．２
【０４２０】
実施例７９：　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［（３Ｒ）－３－ヒドロキシブタ－
１－イン－１－イル］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝エチル）
－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－
カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
【化２２５】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．３２ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－
３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロ
ロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサ
ミド（９．８ｍｇ、０．０１６ｍｍｏｌ、実施例１５からのラセミ中間体）およびヨウ化
銅（Ｉ）（０．６ｍｇ、０．００３ｍｍｏｌ）混合物を、Ｎ２下、（２Ｒ）－ブタ－３－
イン－２－オール（１１．３ｍｇ、０．１６２ｍｍｏｌ）、トリエチルアミン（４．５μ
Ｌ、０．０３２ｍｍｏｌ）およびテトラキス－（トリフェニルホスフィン）－パラジウム
（０）（１．９ｍｇ、０．００１６ｍｍｏｌ）で処理した。混合物を、Ｎ２下、室温で１
時間撹拌した。次いで混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０
ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で
精製し、ビス－ＴＦＡ塩として、所望の生成物（４．３ｍｇ、４４％）を得た。生成物を
、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２８Ｈ３１ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝５４８．２；実測値：５４８．１。
【０４２１】
実施例８０：　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［（３Ｓ）－３－ヒドロキシブタ－
１－イン－１－イル］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝エチル）
－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－
カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）



(160) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

【化２２６】

　（２Ｒ）－ブタ－３－イン－２－オールの代りに（２Ｓ）－ブタ－３－イン－２－オー
ルを用いて、実施例７９と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を、
ジアステレオマーの混合物として単離した。Ｃ２８Ｈ３１ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭ
Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５４８．２；実測値：５４８．１。
【０４２２】
実施例８１：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－エチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化２２７】

【０４２３】
ステップ１：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ビニル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１ｍＬ）／水（０．６４ｍＬ）中の５－｛３－［１－
（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチ
ル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－
２－カルボキサミド（１３０ｍｇ、０．２１ｍｍｏｌ、実施例１５からのラセミ中間体）
、４，４，５，５－テトラメチル－２－ビニル－１，３，２－ジオキサボロラン（６６ｍ
ｇ、０．４３ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（１３６ｍｇ、１．２９ｍｍｏｌ）溶液に、Ｎ

２下、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（２５ｍｇ、０．０２１
ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を１００℃で一晩加熱した。室温まで冷却した後、混合物
を水で希釈し、ジクロロメタンで抽出した。有機層を濃縮し、シリカゲル上（ヘキサン中
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０～１００％ＥｔＯＡｃ、その後ジクロロメタン中０～１０％ＭｅＯＨで溶出）で精製し
て、所望の生成物（９４ｍｇ、８６％）を得た。Ｃ２６Ｈ２９ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０６．２；実測値：５０６．２。
【０４２４】
ステップ２：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－エチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ビニル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１４ｍｇ、０．０２８ｍｍｏｌ）および５％炭
素上白金（１４ｍｇ）を、メタノール（１ｍＬ）中で合わせ、それに、水中０．２５Ｍの
塩化水素（０．２８ｍＬ、０．０６９ｍｍｏｌ）を添加した。懸濁液をＨ２のバルーン圧
下、室温で３時間水素化した。懸濁液を濾過し、濾液をＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ
　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセト
ニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成物（３．９ｍｇ、２８％）を得
た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２６Ｈ３１ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣ
ＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０８．２；実測値：５０８．３。
【０４２５】
実施例８２：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－
メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロ
アセテート）
【化２２８】

【０４２６】
ステップ１：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１，２－ジヒドロキシエチル）－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エト
キシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　ｔｅｒｔ－ブチルアルコール（１ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ビニ
ル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－
エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（８
０ｍｇ、０．１６ｍｍｏｌ、実施例８１、ステップ１より）溶液に、Ｎ－メチルモルホリ
ンＮ－オキシド（２０ｍｇ、０．１７ｍｍｏｌ）および水（０．５０ｍＬ）を添加した。
次いでこの溶液に、４％オスミウムテトラオキシド（５．０μＬ、０．０００７９ｍｍｏ
ｌ）を添加した。３時間撹拌した後、さらに１当量のＮ－メチルモルホリンＮ－オキシド
を添加した。反応物を室温で一晩撹拌した。溶液を水で希釈し、ＥｔＯＡｃで抽出した。
合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、所望の生成物（０．６４ｇ、
９５％）を得た。Ｃ２６Ｈ３１ＣｌＮ７Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ



(162) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

／ｚ＝５４０．２；実測値：５４０．２。
【０４２７】
ステップ２：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ホルミル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニ
ル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　テトラヒドロフラン（０．９８ｍＬ）および水（０．５９ｍＬ）中の５－（３－｛１－
［４－アミノ－３－（１，２－ジヒドロキシエチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ
，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（７０ｍｇ、０．１３ｍｍｏｌ）溶液に、
酢酸（１．９μＬ、０．０３４ｍｍｏｌ）および過ヨウ素酸ナトリウム（８３ｍｇ、０．
３９ｍｍｏｌ）を、０℃で添加した。２時間撹拌した後、反応混合物を水で希釈し、ジク
ロロメタンで抽出した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過
し、濃縮して、所望の生成物（０．０５９ｇ、９０％）を得た。Ｃ２５Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ

３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０８．２；実測値：５０８．１。
【０４２８】
ステップ３：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－
メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロ
アセテート）
　０℃に冷却した塩化メチレン（０．１ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－３－
ホルミル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ
－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミ
ド（８．８ｍｇ、０．０１７ｍｍｏｌ）溶液に、ジエチルアミノ硫黄三フッ化物（５．７
μＬ、０．０４３ｍｍｏｌ）を滴加した。混合物を室温で３時間撹拌し、ＭｅＯＨで希釈
し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０
５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、ビス－ＴＦＡ塩と
して、所望の生成物（０．７ｍｇ、８％）を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離し
た。Ｃ２５Ｈ２７ＣｌＦ２Ｎ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５
３０．２；実測値：５３０．０。
【０４２９】
実施例８３：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ヒドロキシメチル）－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－
メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロ
アセテート）
【化２２９】

　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ホルミル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ
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－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（５．６ｍｇ、０．０１１ｍｍｏｌ、実施例８
２、ステップ２より）を、室温で１時間、メタノール（０．０９ｍＬ）中のテトラヒドロ
ホウ酸ナトリウム（０．５ｍｇ、０．０１ｍｍｏｌ）で処理した。混合物を、ＲＰ－ＨＰ
ＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含
むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製し、ビス－ＴＦＡ塩として、所望の生成
物（２．５ｍｇ、４５％）を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２５Ｈ２

９ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１０．２；実測値：
５１０．０。
【０４３０】
実施例８４：　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［（メチルアミノ）メチル］－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝エチル）－５－クロロ－２－エトキシ
－６－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドトリス（トリ
フルオロアセテート）
【化２３０】

　メタノール（１ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ホルミル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－
メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（８．８ｍｇ、０．
０１７ｍｍｏｌ、実施例８２、ステップ２より）溶液に、ＴＨＦ中２．０Ｍのメチルアミ
ン（４３μＬ、０．０８７ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を室温で一晩撹拌し、その後テ
トラヒドロホウ酸ナトリウム（１．３ｍｇ、０．０３５ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を
室温で２時間撹拌し、次いでＭｅＯＨで希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１
８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度
勾配で溶出）で精製して、ＴＦＡ塩として、所望の生成物（４．２ｍｇ、４８％）を得た
。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２６Ｈ３２ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭ
Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５２３．２；実測値：５２３．０
【０４３１】
実施例８５：　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［（ジメチルアミノ）メチル］－１
Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝エチル）－５－クロロ－２－エトキ
シ－６－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドトリス（ト
リフルオロアセテート）
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【化２３１】

　ＴＨＦ中２．０Ｍのメチルアミンの代りにＴＨＦ中２．０のジメチルアミンを用いて、
実施例８４と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物
として単離した。Ｃ２７Ｈ３４ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝５３７．２；実測値：５３７．１。
【０４３２】
実施例８６：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（フルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メ
チルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロア
セテート）
【化２３２】

　０℃に冷却した塩化メチレン（０．１ｍＬ）中の５－（３－｛１－［４－アミノ－３－
（ヒドロキシメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝
－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－
カルボキサミド（２２ｍｇ、０．０４３ｍｍｏｌ、実施例８３より）溶液に、２－メトキ
シ－Ｎ－（２－メトキシエチル）－Ｎ－（トリフルオロ－λ（４）－スルファニル）エタ
ンアミン（１２μＬ、０．０６５ｍｍｏｌ）をゆっくりと添加した。混合物を室温で４時
間撹拌し、ＭｅＯＨで希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍ
Ｌ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精
製して、ＴＦＡ塩として、所望の生成物（３．９ｍｇ、１８％）を得た。生成物を、ラセ
ミ混合物として単離した。Ｃ２５Ｈ２８ＣｌＦＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋

計算値：ｍ／ｚ＝５１２．２；実測値：５１２．０。
【０４３３】
実施例８７：　３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－１Ｈ－
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ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－
Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド
【化２３３】

【０４３４】
ステップ１：　１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－メチル－３－ビニルフェニル）エ
タノン
　１，４－ジオキサン（１０ｍＬ）／水（５ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２－エトキシ
－３－ヨード－４－メチルフェニル）エタノン（１．１ｇ、３．２ｍｍｏｌ、実施例１４
、ステップ１より）、４，４，５，５－テトラメチル－２－ビニル－１，３，２－ジオキ
サボロラン（０．６６ｍＬ、３．９ｍｍｏｌ）、［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィ
ノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（０
．２６ｇ、０．３２ｍｍｏｌ）および炭酸カリウム（１．３ｇ、９．４ｍｍｏｌ）混合物
を、Ｎ２で脱気し、８０℃で一晩加熱した。室温まで冷却した後、反応混合物をＥｔＯＡ
ｃで抽出した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過した、濃
縮し、シリカゲル上（ヘキサン中０～１０％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製して、所望の生成
物（０．６４ｇ、８２％）を得た。Ｃ１３Ｈ１６ＣｌＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝２３９．１；実測値：２３９．１。
【０４３５】
ステップ２：　１－［５－クロロ－３－（１，２－ジヒドロキシエチル）－２－エトキシ
－４－メチルフェニル］エタノン
　ｔｅｒｔ－ブチルアルコール（２０ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－
メチル－３－ビニルフェニル）エタノン（０．５９ｇ、２．５ｍｍｏｌ）溶液に、Ｎ－メ
チルモルホリンＮ－オキシド（０．３１８ｇ、２．７２ｍｍｏｌ）および水（７．８ｍＬ
）を添加した。次いでこの溶液に、４％オスミウムテトラオキシド（０．０７８ｍＬ、０
．０１２ｍｍｏｌ）を添加した。３時間後、さらに１当量のＮ－メチルモルホリンＮ－オ
キシドを添加した。反応物を、さらに３時間撹拌した。溶液を水で希釈し、ＥｔＯＡｃで
抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮して、所望の生成物（０．６４ｇ
、９５％）を得た。Ｃ１３Ｈ１７ＣｌＯ４ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝２９５．１；実測値：２９５．１。
【０４３６】
ステップ３：　３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルベンズアルデヒド
　テトラヒドロフラン（１８ｍＬ）および水（１１ｍＬ）中の１－［５－クロロ－３－（
１，２－ジヒドロキシエチル）－２－エトキシ－４－メチルフェニル］エタノン（０．６
４ｇ、２．３ｍｍｏｌ）溶液に、酢酸（３５μＬ、０．６１ｍｍｏｌ）および過ヨウ素酸
ナトリウム（１．５０ｇ、７．０４ｍｍｏｌ）を、０℃で添加した。３０分間撹拌した後
、反応混合物を水で希釈し、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた抽出物を、ブラインで洗浄
し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、所望の生成物（０．５８ｇ、１００％）を
得た。Ｃ１２Ｈ１４ＣｌＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２４１．
１；実測値：２４１．１。
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【０４３７】
ステップ４：　３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチル安息香酸
　アセトニトリル（１１．８ｍＬ）および水（２．５ｍＬ）中の３－アセチル－５－クロ
ロ－２－エトキシ－６－メチルベンズアルデヒド（０．５８ｇ、２．４ｍｍｏｌ）および
リン酸ナトリウム一塩基一水和物（１１６ｍｇ、０．８４４ｍｍｏｌ）溶液を、氷浴中で
冷却した。３０％過酸化水素（０．９８ｍＬ、９．６ｍｍｏｌ）、その後固体亜塩素酸ナ
トリウム（０．５４５ｇ、４．８２ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を１時間撹拌した。混
合物を１ＭのＨＣｌ溶液で希釈し、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４

で乾燥し、濾過し、濃縮して、所望の生成物（０．６７ｇ、１００％）を得た。Ｃ１２Ｈ

１３ＣｌＯ４ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２７９．１；実測
値：２７９．０。
【０４３８】
ステップ５：　３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－Ｎ－エチル－６－メチルベン
ズアミド
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（５ｍＬ）中の３－アセチル－５－クロロ－２－エトキ
シ－６－メチル安息香酸（０．２６ｇ、１．０ｍｍｏｌ）溶液に、ベンゾトリアゾール－
１－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウムヘキサフルオロホスフェート（０
．６７ｇ、１．５ｍｍｏｌ）を添加した。１０分間撹拌した後、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピル
エチルアミン（０．３５ｍＬ、２．０ｍｍｏｌ）およびＴＨＦ中２．０Ｍのエチルアミン
（２．５ｍＬ、５．１ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を室温で２時間撹拌した。
反応溶液を水で希釈し、ジクロロメタンで抽出した。合わせた有機層を濃縮し、シリカゲ
ルカラム（ヘキサン中０％～５０％ＥｔＯＡcで溶出）で精製して、所望の生成物（０．
２ｇ、７０％）を得た。Ｃ１４Ｈ１９ＣｌＮＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝２８４．１；実測値：２８４．１。
【０４３９】
ステップ６：　３－クロロ－６－エトキシ－Ｎ－エチル－５－（１－ヒドロキシエチル）
－２－メチルベンズアミド
　３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド（０
．２ｇ、０．７ｍｍｏｌ）を、室温で１時間、メタノール（６ｍＬ）中のテトラヒドロホ
ウ酸ナトリウム（０．０３２ｇ、０．８４ｍｍｏｌ）で処理した。混合物を水で希釈し、
ジクロロメタンで抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、
所望の生成物を得た。Ｃ１４Ｈ２１ＣｌＮＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝２８６．１；実測値：２８６．１。
【０４４０】
ステップ７：　３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－エトキシ－Ｎ－エチル－２
－メチルベンズアミド
　塩化シアヌル（０．１５ｇ、０．８４ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
（０．０６５ｍＬ、０．８４ｍｍｏｌ）混合物を、室温で１０分間撹拌し、次いで塩化メ
チレン（３．１ｍＬ）中の３－クロロ－６－エトキシ－Ｎ－エチル－５－（１－ヒドロキ
シエチル）－２－メチルベンズアミド（０．１６ｇ、０．５６ｍｍｏｌ）溶液を添加し、
反応物を室温で一晩撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、水で洗浄し、濃縮し、シ
リカゲル上（ヘキサン中０～４０％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製して、所望の生成物（０．
１３ｇ、７６％）を得た。Ｃ１４Ｈ２０Ｃｌ２ＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝３０４．１；実測値：３０４．１。
【０４４１】
ステップ８：　３－［１－（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－Ｎ－エチル－６－メチルベ
ンズアミド
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１ｍＬ）中の３－クロロ－５－（１－クロロエチル）
－６－エトキシ－Ｎ－エチル－２－メチルベンズアミド（１３０ｍｇ、０．４３ｍｍｏｌ
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０．４７ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（２１０ｍｇ、０．６４ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリ
ウム（７．１ｍｇ、０．０４３ｍｍｏｌ）混合物を、１４０℃で１時間加熱した。混合物
をエーテルで希釈し、水で洗浄し、濃縮した。残渣をシリカゲル上（ヘキサン中０～１０
０％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製して、所望の生成物（０．１４ｇ、６２％）を得た。Ｃ１

９Ｈ２３ＣｌＩＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５２９．１；
実測値：５２８．９。
【０４４２】
ステップ９：　３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－
Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．１ｍＬ）／水（５１μＬ）中の３－［１－（４－
アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－
５－クロロ－２－エトキシ－Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド（９．０ｍｇ、０．０
１７ｍｍｏｌ）、４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン
－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（６．６ｍｇ、０．０３４ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム
（１１ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ）溶液に、Ｎ２下、テトラキス（トリフェニルホスフィン
）パラジウム（０）（２．０ｍｇ、０．００１７ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を、１０
０℃で一晩加熱した。室温まで冷却した後、混合物を濾過し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉ
ｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、
アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成物（０．９ｍｇ、１０％
）を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２２Ｈ２６ＣｌＮ８Ｏ２について
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６９．２；実測値：４６９．０。
【０４４３】
実施例８８：　３－｛１－［４－アミノ－３－（３－フルオロ－５－ヒドロキシフェニル
）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－
エトキシ－Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド
【化２３４】

　４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－
１Ｈ－ピラゾールの代りに（３－フルオロ－５－ヒドロキシフェニル）ボロン酸を用いて
、実施例８７、ステップ９（ラセミ中間体）と類似した手順を使用して、この化合物を調
製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２５Ｈ２７ＣｌＦＮ６Ｏ３について
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１３．２；実測値：５１３．０。
【０４４４】
実施例８９：　３－（１－（４－アミノ－３－（２－アミノベンゾ［ｄ］オキサゾール－
５－イル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロ
ロ－２－エトキシ－Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド
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【化２３５】

　４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－
１Ｈ－ピラゾールの代りに５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサ
ボロラン－２－イル）－１，３－ベンゾオキサゾール－２－アミンを用いて、実施例８７
、ステップ９（ラセミ中間体）と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成
物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２６Ｈ２８ＣｌＮ８Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５３５．２；実測値：５３５．０。
【０４４５】
実施例９０：　３－｛１－［４－アミノ－３－（２－アミノ－１，３－ベンゾチアゾ－ル
－６－イル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－ク
ロロ－２－エトキシ－Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド

【化２３６】

　４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－
１Ｈ－ピラゾールの代りに６－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサ
ボロラン－２－イル）－１，３－ベンゾチアゾ－ル－２－アミンを用いて、実施例８７、
ステップ９（ラセミ中間体）と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物
を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２６Ｈ２８ＣｌＮ８Ｏ２ＳについてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５５１．２；実測値：５５１．０。
【０４４６】
実施例９１：　３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－
５－イル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロ
ロ－２－エトキシ－Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド
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【化２３７】

　４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－
１Ｈ－ピラゾールの代りに５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサ
ボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジンを用いて、実施例８７、ス
テップ９（ラセミ中間体）と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を
、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２６Ｈ２８ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１９．２；実測値：５１９．０。
【０４４７】
実施例９２：　３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－インダゾール－６－イル）－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ
－Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド

【化２３８】

　４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－
１Ｈ－ピラゾールの代りに６－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサ
ボロラン－２－イル）－１Ｈ－インダゾールを用いて、実施例８７、ステップ９（ラセミ
中間体）と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物と
して単離した。Ｃ２６Ｈ２８ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／
ｚ＝５１９．２；実測値：５１９．０。
【０４４８】
実施例９３：　３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－インドール－５－イル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－
Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド
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【化２３９】

　４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－
１Ｈ－ピラゾールの代りに５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサ
ボロラン－２－イル）－１Ｈ－インドールを用いて、実施例８７、ステップ９（ラセミ中
間体）と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物とし
て単離した。Ｃ２７Ｈ２９ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝５１８．２；実測値：５１８．０。
【０４４９】
実施例９４：　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミンビス（トリフルオロアセテート）
【化２４０】

【０４５０】
ステップ１：　ベンジル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチル
フェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２．８ｍＬ）中のベンジル３－［３－クロロ－５－（
１－クロロエチル）－６－エトキシ－２－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシ
レート（０．３７５ｇ、０．８８８ｍｍｏｌ、実施例３５、ステップ３より）、３－メチ
ル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（０．１６ｇ、１．１ｍｍｏ
ｌ）、炭酸セシウム（０．４３ｇ、１．３ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（１５ｍｇ、
０．０８９ｍｍｏｌ）混合物を、１４０℃で１時間加熱した。混合物をエーテルで希釈し
、水で洗浄した。有機層を濃縮し、シリカゲル上（ヘキサン中０～１００％ＥｔＯＡｃで
溶出）で精製して、所望の生成物（０．２４ｇ、５０％）を得た。Ｃ２８Ｈ３２ＣｌＮ６

Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５３５．２；実測値：５３５．０
。エナンチオマーを、流量１８ｍＬ／分、および約４．５ｍｇ／注入でのカラム充填にて
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、ヘキサン中２０％エタノールで溶出する、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＬｕｘセルロースＣ
－２カラム（５μＭ、２１．２ｘ２５０ｍｍ）で分離して、２つのエナンチオマーを分離
した。第１ピーク保持時間：２１．２分間；第２ピーク保持時間：２４．６分間。
【０４５１】
ステップ２：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－エトキシ－４
－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
４－アミン
　ベンジル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝ア
ゼチジン－１－カルボキシレート（１７０ｍｇ、０．３２ｍｍｏｌ、ラセミ中間体）およ
び５％パラジウム（８０ｍｇ）を、メタノール（１２ｍＬ）中で合わせ、それに、水中０
．２５Ｍの塩化水素（３．２ｍＬ、０．７９ｍｍｏｌ）を添加した。懸濁液を、Ｈ２のバ
ルーン圧下、室温で２時間水素化した。懸濁液を濾過した。濾液を、飽和ＮａＨＣＯ３溶
液で中和し、ジクロロメタンで抽出した。合わせた有機層をＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し
、濃縮して、所望の生成物（１１７ｍｇ、９２％）を得た。Ｃ２０Ｈ２６ＣｌＮ６Ｏにつ
いてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４０１．２；実測値：４０１．１。
【０４５２】
ステップ３：　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミンビス（トリフルオロアセテート）
　アセトン（９．３μＬ、０．１３ｍｍｏｌ）を、メタノール（０．１ｍＬ）／テトラヒ
ドロフラン（０．１ｍＬ）／アセトニトリル（０．１ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチ
ジン－３－イル－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチ
ル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１０．２ｍｇ、０．０２５
４ｍｍｏｌ）に添加し、混合物を室温で１０分間撹拌し、その後トリアセトキシホウ水素
化ナトリウム（１６ｍｇ、０．０７６ｍｍｏｌ）を添加した。反応混合物を室温で４時間
撹拌し、次いでＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量に
て、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、ＴＦＡ
塩として、所望の生成物（２．３ｍｇ、２２％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマ
ーとして単離した。Ｃ２３Ｈ３２ＣｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝４４３．２；実測値：４４３．１。
【０４５３】
実施例９５：　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフ
ェニル｝アゼチジン－１－イル）エタノールビス（トリフルオロアセテート）
【化２４１】

　テトラヒドロフラン（０．０９ｍＬ）／アセトニトリル（０．０９ｍＬ）／メタノール
（０．０９ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－エトキ
シ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
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ジン－４－アミン（７．９ｍｇ、０．０２０ｍｍｏｌ、実施例９４、ステップ２からのラ
セミ中間体）混合物に、｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝アセトアル
デヒド（１９μＬ、０．０９８ｍｍｏｌ）を添加し、混合物を１０分間撹拌し、その後ト
リアセトキシホウ水素化ナトリウム（１２ｍｇ、０．０５９ｍｍｏｌ）を添加した。得ら
れた混合物を室温で４時間撹拌し、次いで水中６．０Ｍの塩化水素（３０μＬ、０．２ｍ
ｍｏｌ）で、１０分間処理した。混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カ
ラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配
で溶出）で精製して、ＴＦＡ塩として、所望の生成物（３．２ｍｇ、４０％）を得た。生
成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２２Ｈ３０ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（
Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４５．２；実測値：４４５．１。
【０４５４】
実施例９６：　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６
－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オールビス（トリフルオロア
セテート）
【化２４２】

【０４５５】
ステップ１：　ベンジル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチル
フェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　実施例９４、ステップ１からのエナンチオマーを、流量１８ｍＬ／分、および約４．５
ｍｇ／注入でのカラム充填にて、ヘキサン中２０％エタノールで溶出する、Ｐｈｅｎｏｍ
ｅｎｅｘ　ＬｕｘセルロースＣ－２カラム（５μＭ、２１．２ｘ２５０ｍｍ）で分離して
、２つのエナンチオマーを分離した。第１ピーク保持時間：２１．２分間；第２ピーク保
持時間：２４．６分間。
【０４５６】
ステップ２：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－エトキシ－４
－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
４－アミン
　ベンジル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝ア
ゼチジン－１－カルボキシレート（前ステップの第１ピークからのキラル中間体）を、実
施例９４、ステップ２に記載される通り、５％パラジウムの存在下で水素化して、所望の
キラル生成物を得た。Ｃ２０Ｈ２６ＣｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝４０１．２；実測値：４０１．１。
【０４５７】
ステップ３：　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６
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－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オールビス（トリフルオロア
セテート）
　イソプロピルアルコール（０．０５ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル
－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１０ｍｇ、０．０２ｍｍｏｌ、ステップ２
からのキラル中間体）およびトリエチルアミン（９μＬ、０．０７ｍｍｏｌ）混合物に、
（Ｓ）－（－）－メチルオキシラン（４．５μＬ、０．０６４ｍｍｏｌ）を添加した。得
られた混合物を９０℃で一晩撹拌し、冷却し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８
カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾
配で溶出）で精製し、ＴＦＡ塩として、所望の生成物（３．４ｍｇ、３４％）を得た。生
成物を、単一のジアステレオマーとして単離した。Ｃ２３Ｈ３２ＣｌＮ６Ｏ２についての
ＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５９．２；実測値：４５９．１。
【０４５８】
実施例９９：　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６
－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）－１－オキソプロパン－２－オール　トリフ
ルオロアセテート
【化２４３】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．１５ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３
－イル－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（９．８ｍｇ、０．０２４ｍｍｏｌ、
実施例９４、ステップ２からのラセミ中間体）、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－Ｏ
－（７－アザベンゾトリアゾール－１－イル）ウロニウムヘキサフルオロホスフェート（
１４ｍｇ、０．０３７ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（１０μＬ、０．０７３ｍｍｏ
ｌ）混合物に、水中８５％の（２Ｓ）－２－ヒドロキシプロパン酸（３．２μＬ、０．０
３７ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で２時間撹拌した。混合物を、ＲＰ
－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦ
Ａを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製し、トリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）
塩として、所望の生成物（２．９ｍｇ、２９％）を得た。生成物を、ラセミ混合物として
単離した。Ｃ２３Ｈ３０ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
４７３．２；実測値：４７３．１。
【０４５９】
実施例１０１：　１－［１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－メチル－３－｛１－［（
１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）カルボニル］アゼチジン－３－イル｝フェニ
ル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミントリ
フルオロアセテート
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【化２４４】

　塩化メチレン（０．２ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ
－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン（９．６ｍｇ、０．０２４ｍｍｏｌ、実施例９４、ステッ
プ２からのラセミ中間体）およびトリエチルアミン（１０μＬ、０．０７２ｍｍｏｌ）混
合物に、１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボニルクロリド（５．２ｍｇ、０．０
３６ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を室温で４時間撹拌し、減圧下で、乾燥するまで蒸発
させた。得られた残渣をＭｅＯＨで希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カ
ラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配
で溶出）で精製し、ＴＦＡ塩として、所望の生成物（１．３ｍｇ、１３％）を得た。生成
物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２５Ｈ３０ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０９．２；実測値：５０９．１。
【０４６０】
実施例１０２：　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール
【化２４５】

　イソプロピルアルコール（０．１０ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル
－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（２１ｍｇ、０．０４６ｍｍｏｌ）
（実施例１、ステップ７、ピーク１からのキラル中間体）およびトリエチルアミン（２０
μＬ、０．１ｍｍｏｌ）混合物に、（Ｓ）－（－）－メチルオキシラン（３．２μＬ、０
．０４６ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を９０℃で撹拌した。９０分後、追加の
（Ｓ）－（－）－メチルオキシラン（６．４μＬ）を添加し、９０℃で一晩撹拌した。冷
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却後、混合物をメタノールで希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、
３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃
度勾配で溶出）を使用して精製して、６ｍｇ（３０％）の生成物を得た。生成物を、単一
のジアステレオマーとして単離した。Ｃ２２Ｈ３０ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４５．２；実測値：４４５．２。
【０４６１】
実施例１０４：　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチル
フェニル｝アゼチジン－１－イル）エタノール
【化２４６】

　塩化メチレン（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ
－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（２０ｍｇ、０．０４ｍｍｏｌ）（実施例１、ス
テップ７、ピーク１からのキラル中間体）、｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］
オキシ｝アセトアルデヒド（８．３ｍｇ、０．０４８ｍｍｏｌ）、およびトリエチルアミ
ン（１９μＬ、０．１４ｍｍｏｌ）混合物に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウム樹脂
（３８ｍｇ、０．０８７ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で一晩撹拌した
。混合物を濾過し、濃縮した。粗生成物をテトラヒドロフラン（１ｍＬ）中に溶解し、０
℃まで冷却した。ＴＨＦ中１．０Ｍのテトラ－ｎ－ブチルアンモニウムフルオリド（０．
４４ｍＬ、０．４４ｍｍｏｌ）を添加し、室温まで温めた。３時間後、溶媒は蒸発した。
粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて
、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用し
て精製し、８．１ｍｇ（４０％）の所望の生成物を得た。生成物を、単一のエナンチオマ
ーとして単離した。２１Ｈ２８ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値Ｃ：
ｍ／ｚ＝４３１．２；実測値：４３１．３。
【０４６２】
実施例１０５：　（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）アセトニトリル
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【化２４７】

　アセトニトリル（０．７ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロ
ロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（１６ｍｇ、０．０３５ｍｍｏｌ、実施例１、
ステップ７のピーク１からのキラル中間体）およびトリエチルアミン（１４μＬ、０．１
０ｍｍｏｌ）混合物に、ブロモアセトニトリル（２．７μＬ、０．０３８ｍｍｏｌ）を添
加した。得られた混合物を、室温で２．５時間撹拌した。混合物をアセトニトリルで希釈
し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０
５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、ＴＦＡ塩と
して、所望の生成物を得た。純粋画分を部分的に蒸発させ、次いで１ＮのＮａＯＨの添加
により、塩基性にした。水性混合物を、ジクロロメタンで抽出した（２ｘ）。抽出物を乾
燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過し、濃縮した。固体を真空中で乾燥して、６．９ｍｇ（４６％
）の所望の生成物を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２１Ｈ２

５ＣｌＮ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２６．２；実測値：４
２６．０。
【０４６３】
実施例１０８：　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－［１－（２
，２，２－トリフルオロエチル）アゼチジン－３－イル］フェニル｝エチル）－３－メチ
ル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化２４８】

　塩化メチレン（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ
－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（１５ｍｇ、０．０２４ｍｍｏｌ、実施例１、ス
テップ７の第１ピークからのキラル中間体）、２，２，２－トリフルオロエチルトリフル
オロメタンスルホネート（６．８ｍｇ、０．０２９ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（
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１２μＬ、０．０８５ｍｍｏｌ）混合物を、週末の間ずっと、室温で撹拌した。溶媒を蒸
発させ、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０
．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して粗
成生物を精製し、４．５ｍｇ（３９％）の所望の生成物を得た。生成物を、単一のエナン
チオマーとして単離した。Ｃ２１Ｈ２５ＣｌＦ３Ｎ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋

計算値：ｍ／ｚ＝４６９．２；実測値：４６９．１。
【０４６４】
実施例１１０：　（２Ｒ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）－Ｎ－メチルプロパンアミドトリフルオロ
アセテート
【化２４９】

　アセトニトリル（０．８ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロ
ロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（２６ｍｇ、０．０６７ｍｍｏｌ、実施例１、
ステップ７のピーク１からのキラル中間体）、（２Ｒ）－２－ブロモプロパン酸（７．３
μＬ、０．０８１ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（１９μＬ、０．１３ｍｍｏｌ）混
合物を、室温で一晩撹拌した。反応が完了していなかったので、５０℃まで加熱した。４
時間後、溶媒は蒸発した。粗残渣に、塩化メチルアンモニウム（４．５ｍｇ、０．０６７
ｍｍｏｌ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．２ｍＬ）、トリエチルアミン（１９μ
Ｌ、０．１３ｍｍｏｌ）、およびベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチル
アミノ）ホスホニウムヘキサフルオロホスフェート（４５ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ）を添
加した。得られた混合物を、室温で一晩撹拌した。反応混合物を、飽和ＮａＨＣＯ３を含
むバイアルに添加し、ＥｔＯＡｃで抽出した（２ｘ）。有機物を乾燥し（ＭｇＳＯ４）、
濾過し、濃縮した。粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０
ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を
使用して精製し、ＴＦＡ塩として、１．４ｍｇ（３．６％）の所望の生成物を得た。生成
物を、単一のジアステレオマーとして単離した。Ｃ２３Ｈ３１ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７２．２；実測値：４７２．２。
【０４６５】
実施例１１３：　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチル
フェニル｝アゼチジン－１－イル）－３，３，３－トリフルオロプロパン－１－オール
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【化２５０】

　アセトニトリル（０．６ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロ
ロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（２０ｍｇ、０．０４ｍｍｏｌ、実施例１、ス
テップ７のピーク１からのキラル中間体）およびトリエチルアミン（１９μＬ、０．１３
ｍｍｏｌ）混合物に、２－ブロモ－３，３，３－トリフルオロプロパン－１－オール（シ
ンクエストラブ社（Synquest Labs）製、９．２ｍｇ、０．０４８ｍｍｏｌ）を添加した
。Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．３ｍＬ）を添加し、それにより透明な溶液が形成
され、それを７０℃で一晩撹拌した。混合物を水で希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄ
ｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、ア
セトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、６．６ｍｇ（３０％）の所望の
生成物を得た。生成物を、ジアステレオマーの混合物として単離した。Ｃ２２Ｈ２７Ｃｌ
Ｆ３Ｎ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９９．２；実測値：４
９９．１。
【０４６６】
実施例１１５：　（２Ｒ）－３－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）－１，１，１－トリフルオロプロパン－２
－オール
【化２５１】

　エタノール（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－
２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（２０ｍｇ、０．０４４ｍｍｏｌ、実施例１、ステ
ップ７のピーク１からのキラル中間体）、（２Ｒ）－２－（トリフルオロメチル）オキシ
ラン（９．４μＬ、０．１１ｍｍｏｌ）、およびトリエチルアミン（１８μＬ、０．１３
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希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０
．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製し
て、６．２ｍｇ（２８％）の所望の生成物を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとし
て単離した。Ｃ２２Ｈ２７ＣｌＦ３Ｎ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝４９９．２；実測値：４９９．１。
【０４６７】
実施例１１７：　１－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－｛１－［（
１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）カルボニル］アゼチジン－３－イル｝フェニ
ル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化２５２】

　塩化メチレン（０．２ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ
－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（１５ｍｇ、０．０３３ｍｍｏｌ）（実施例１、
ステップ７、ピーク１からのキラル材料）およびトリエチルアミン（１４μＬ、０．０９
８ｍｍｏｌ）混合物に、１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボニルクロリド（メイ
ブリッジ社（Maybridge）製、６．１ｍｇ、０．０４２ｍｍｏｌ）を添加した。得られた
混合物を、室温で一晩撹拌した。溶媒を蒸発させ、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ
１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニト
リル／水の濃度勾配で溶出）を使用して、粗物質を精製し、７．１ｍｇ（４４％）の生成
物を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２４Ｈ２８ＣｌＮ８Ｏ２

についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９５．２；実測値：４９５．２。
【０４６８】
実施例１１８：　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）－１－オキソプロパン－２－オール
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【化２５３】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．２ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－
イル－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（１５ｍｇ、０．０３３ｍｍｏ
ｌ、実施例１、ステップ７、ピーク１からのキラル中間体）、（２Ｓ）－２－ヒドロキシ
プロパン酸（４．３μＬ、０．０４９ｍｍｏｌ）（Ｌ－乳酸、８５％水性）、およびトリ
エチルアミン（１４μＬ、０．０９８ｍｍｏｌ）の混合物に、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テト
ラメチル－Ｏ－（７－アザベンゾトリアゾール－１－イル）ウロニウムヘキサフルオロホ
スフェート（１９ｍｇ、０．０４９ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で一
晩撹拌した。混合物をＭｅＯＨで希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラ
ム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水
の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、３．０ｍｇ（２０％）の所望の生成物を得た。生
成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２２Ｈ２８ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５９．２；実測値：４５９．２。
【０４６９】
実施例１２１：　（２Ｒ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）－１－オキソプロパン－２－オールトリフ
ルオロアセテート
【化２５４】

　（２Ｓ）－２－ヒドロキシプロパン酸（４．３μＬ、０．０４９ｍｍｏｌ）の代りに（
Ｒ）－２－ヒドロキシプロパン酸を用い、およびＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－Ｏ
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－（７－アザベンゾトリアゾール－１－イル）ウロニウムヘキサフルオロホスフェートの
代りにベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウムヘキ
サフルオロホスフェートを用いて、実施例１１８と類似した手順を使用して（実施例１、
ステップ７、ピーク１からのキラル材料から出発）、この化合物を調製した。粗生成物を
、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５
％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、ＴＦＡ塩とし
て、所望の生成物を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２２Ｈ２

８ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５９．２；実測値：
４５９．２。
【０４７０】
実施例１２５：　［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾー
ル－４－イル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－
クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－イル］アセトニトリルビ
ス（トリフルオロアセテート）

【化２５５】

【０４７１】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ブロモ－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６
－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（８ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－５
－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボ
キシレート（１．０ｇ、２．７ｍｍｏｌ）（実施例１、ステップ５からの、ラセミ中間体
）および３－ブロモ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（０．６２
９ｇ、２．９４ｍｍｏｌ）混合物に、ヨウ化カリウム（４４ｍｇ、０．２７ｍｍｏｌ）お
よび炭酸セシウム（１．３０ｇ、４．０１ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を１２
０℃まで加熱し、４時間撹拌した。冷却後、水を添加し、短い間撹拌し、その後固体を濾
過した。得られた固体を水で洗浄し、シリカゲル上（ジクロロメタン中０～１０％ＭｅＯ
Ｈで溶出）で精製して、１．１１ｇ（７５％）の、黄色ゴム状の所望の生成物を得た。Ｃ

２３Ｈ２９ＢｒＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５５１．
１；実測値：５５１．１。
【０４７２】
ステップ２：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－メトキシ－４
－メチルフェニル）エチル］－３－ブロモ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
４－アミン
　トリフルオロ酢酸（１．２ｍＬ、１６ｍｍｏｌ）を、塩化メチレン（２．５ｍＬ）中の
ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ブロモ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
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し、室温で２時間撹拌した。混合物をジクロロメタンで希釈し、１ＮのＮａＯＨを添加し
、数分間素早く撹拌した。層を分離し、水層をジクロロメタンで抽出した。合わせた有機
物を乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過し、濃縮した。真空中で乾燥させて、１６３ｍｇ（９１
％）の遊離塩基を得た。Ｃ１８Ｈ２１ＢｒＣｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝４５１．１；実測値：４５１．０。
【０４７３】
ステップ３：　（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ブロモ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
ル｝アゼチジン－１－イル）アセトニトリル
　アセトニトリル（３ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－
２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－ブロモ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン（１００ｍｇ、０．２ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（
３７μＬ、０．２７ｍｍｏｌ）混合物に、ブロモアセトニトリル（１９μＬ、０．２７ｍ
ｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で撹拌した。１時間後、反応混合物は依然
として濁ったままであり、すべての物質が溶液中にあるわけではなかった。数滴のＤＭＦ
を添加し、それにより溶液は透明になった。混合物を室温で一晩撹拌し、溶媒のほとんど
が蒸発した。得られた残渣を、シリカゲル上（ジクロロメタン中０～１０％ＭｅＯＨで溶
出）で精製して、２９ｍｇ（３０％）の所望の生成物を得た。Ｃ２０Ｈ２２ＢｒＣｌＮ７

ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９０．１；実測値：４９０．１。
【０４７４】
ステップ４：　［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール
－４－イル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－ク
ロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－イル］アセトニトリルビス
（トリフルオロアセテート）
　マイクロ波バイアルに、（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ブロモ－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メ
チルフェニル｝アゼチジン－１－イル）アセトニトリル（１４ｍｇ、０．０２９ｍｍｏｌ
）、１－メチル－４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン
－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（１２ｍｇ、０．０５８ｍｍｏｌ）、テトラキス（トリ
フェニルホスフィン）パラジウム（０）（３．４ｍｇ、０．００２９ｍｍｏｌ）、Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド（０．１５ｍＬ）、および水中２．０Ｍの炭酸ナトリウム（７３
μＬ、０．１４ｍｍｏｌ）を添加した。バイアルに蓋をし、１００℃で３時間加熱した。
混合物をジクロロメタンで希釈し、濾過し、濃縮した。粗物質を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢ
ｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニ
トリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、ＴＦＡ塩として、４．６ｍｇ（２２％
）の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２４Ｈ２７ＣｌＮ９Ｏに
ついてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９２．２；実測値：４９２．１。
【０４７５】
実施例１２６：　［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－４－イル
）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－
メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－イル］アセトニトリル
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【化２５６】

　マイクロ波バイアル中に、１－（１－エトキシエチル）－４－（４，４，５，５－テト
ラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（１６ｍｇ、
０．０５８ｍｍｏｌ）およびテトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（
３．４ｍｇ、０．００２９ｍｍｏｌ）を秤り入れた。Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０
．２５ｍＬ）中の（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ブロモ－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）アセトニトリル（１４ｍｇ、０．０２９ｍｍｏｌ、実施例
１２５、ステップ３からのラセミ中間体）溶液を添加し、その後水中２．０Ｍの炭酸ナト
リウム（７３μＬ、０．１４ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を１２０℃で５時間
撹拌した。混合物を濾過し、濃縮した。テトラヒドロフラン（０．３ｍＬ）中の未精製の
カップリング生成物の混合物に、水中３．０Ｍの塩酸溶液（１００μＬ、０．３ｍｍｏｌ
）を添加し、室温で２時間撹拌した。混合物を飽和ＮａＨＣＯ３で中和し、ジクロロメタ
ンで抽出した。有機物を乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過し、濃縮した。粗生成物を、ＲＰ－
ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化ア
ンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、１．０ｍ
ｇ（２段階にて、７．２％）の所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離
した。Ｃ２３Ｈ２５ＣｌＮ９ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７８
．２；実測値：４７８．１。
【０４７６】
実施例１２７および１２８：　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメ
チル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミンおよび５－｛１－［４－
アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イ
ル］エチル｝－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル）－４－メトキシ－２－メ
チルベンゾニトリル
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【化２５７】

【０４７７】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ビニル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６
－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（
４－アミノ－３－ブロモ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル
］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレー
ト（１．１ｇ、２．０ｍｍｏｌ、実施例１２５、ステップ１からのラセミ中間体）溶液に
、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（２３０ｍｇ、０．２０ｍｍ
ｏｌ）および４，４，５，５－テトラメチル－２－ビニル－１，３，２－ジオキサボロラ
ン（０．６８ｍＬ、４．０ｍｍｏｌ）を添加した。水中２．０Ｍの炭酸ナトリウム（５．
０ｍＬ、１．０ｍｍｏｌ）を、Ｎ２下で添加し、混合物を１００℃で３時間加熱し、次い
で室温で一晩撹拌した。反応混合物をセライトを通して濾過し、ＥｔＯＡｃで洗浄した。
濾液を水およびブラインで洗浄し、乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過し、濃縮した。粗物質を
シリカゲル上（ヘキサン中４０～１００％酢酸エチルで溶出）で精製して、０．７５ｇ（
７５％）の所望の生成物を得た。Ｃ２５Ｈ３２ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９９．２；実測値：４９９．０（Ｍ＋Ｈ）；１Ｈ　ＮＭＲ（３０
０ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）：　δ　８．３０（ｓ、１Ｈ）、７．５０－７．４０（ｍ、１Ｈ
）、６．９９（ｄｄ、Ｊ＝１７．７、１１．３Ｈｚ、１Ｈ）、６．４４（ｑ、Ｊ＝７．０
Ｈｚ、１Ｈ）、５．９５（ｄｄ、Ｊ＝１７．７、１．３Ｈｚ、１Ｈ）、５．８３（ｂｒｓ
、１Ｈ）、５．６５（ｄｄ、Ｊ＝１１．３、１．３Ｈｚ、１Ｈ）、４．３９－３．９６（
ｍ、４Ｈ）、３．６３（ｄ、Ｊ＝６．７Ｈｚ、３Ｈ）、２．９９－２．７８（ｍ、１Ｈ）
、２．２２（ｓ、４Ｈ）、１．８４（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、１．４３（ｓ、９Ｈ
）。
【０４７８】
ステップ２：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１，２－ジヒド
ロキシエチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－
クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　ｔｅｒｔ－ブチルアルコール（１１ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４
－アミノ－３－ビニル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］
－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
（０．８７ｇ、１．７ｍｍｏｌ）懸濁液に、Ｎ－メチルモルホリンＮ－オキシド（２２５
ｍｇ、１．９２ｍｍｏｌ）、水（５．５ｍＬ）、およびオスミウムテトラオキシド（２６
ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で一晩撹拌した。反応物
に水、その後ＥｔＯＡｃを添加した。層を分離し、水層をＥｔＯＡｃで抽出した。合わせ
た有機物をブラインで洗浄し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）、濾過し、濃縮して、０．９３ｇ
の粗生成物を得た。Ｃ２５Ｈ３４ＣｌＮ６Ｏ５についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
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ｍ／ｚ＝５３３．２；実測値：５３３．２。
【０４７９】
ステップ３：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ホルミル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　テトラヒドロフラン（１３ｍＬ）および水（８ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－
｛１－［４－アミノ－３－（１，２－ジヒドロキシエチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
）アゼチジン－１－カルボキシレート（０．９３ｇ、１．７ｍｍｏｌ）溶液に、 酢酸（
２６μＬ、０．４５ｍｍｏｌ）および過ヨウ素酸ナトリウム（１．１２ｇ、５．２３ｍｍ
ｏｌ）を０℃で添加した。かすかに温めながら３時間撹拌した後、反応はまだ完了してい
なかったので、冷蔵庫に一晩置いた。反応物に水を添加し、ジクロロメタンで抽出した（
３ｘ）。合わせた抽出物を、ブラインで洗浄し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）、濾過し、濃縮
した。粗生成物を、シリカゲル上（ヘキサン中４０～８５％酢酸エチル）で精製して、０
．４７ｇ（５４％）の所望の生成物を得た。Ｃ２４Ｈ３０ＣｌＮ６Ｏ４についてのＬＣＭ
Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０１．２；実測値：５０１．３。１Ｈ　ＮＭＲ（３０
０ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）　δ　１０．０５（ｓ、１Ｈ）、８．３７（ｓ、１Ｈ）、７．３
９（ｓ、１Ｈ）、６．５５（ｑ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、１Ｈ）、５．８９（ｓ、１Ｈ）、４．
４２－３．９５（ｍ、６Ｈ）、３．６７（ｓ、３Ｈ）、２．２５（ｓ、３Ｈ）、１．９０
（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、１．４４（ｓ、９Ｈ）ｐｐｍ。
【０４８０】
ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチ
ル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２
－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　０℃で撹拌中の塩化メチレン（１０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４
－アミノ－３－ホルミル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル
］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレー
ト（０．９６ｇ、１．９ｍｍｏｌ）溶液に、ジエチルアミノ硫黄三フッ化物（０．６３ｍ
Ｌ、４．８ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を０℃で数分間撹拌し、次いで室温まで温め、
２．５時間撹拌した。水およびジクロロメタンを添加し、層を分離した。有機層をブライ
ンで洗浄し、乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過し、濃縮した。粗生成物をシリカゲル上（ジク
ロロメタン中０～５％ＭｅＯＨで溶出）で精製して、所望の生成物を得た。Ｃ２４Ｈ３０

ＣｌＦ２Ｎ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５２３．２；実測値
：５２３．２。
【０４８１】
ステップ５：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－メトキシ－４
－メチルフェニル）エチル］－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩
　ジクロロメタン（０．２ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－
３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチ
ル｝－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレ
ート（３０ｍｇ、０．０５７ｍｍｏｌ）混合物に、１，４－ジオキサン中４．０Ｍの塩化
水素（０．１０ｍＬ、０．４０ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を室温で３時間撹
拌し、次いで濃縮した。残渣を真空中で乾燥し、塩として、２７ｍｇ（１００％）の生成
物を得た。Ｃ１９Ｈ２２ＣｌＦ２Ｎ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝４２３．１；実測値：４２３．０。
【０４８２】
ステップ６：　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル
）－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
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　塩化メチレン（０．４ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ
－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（２７ｍｇ、０．０５４ｍｍｏｌ
）、アセトン（４．４μＬ、０．０６０ｍｍｏｌ）、およびトリエチルアミン（２３．５
μＬ、０．１６９ｍｍｏｌ）混合物に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウム樹脂（４７
ｍｇ、０．１１ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で２時間撹拌した。混合
物を濾過し、濃縮し、真空中で乾燥して、２２ｍｇの粗生成物を得、それを精製すること
なく使用する。Ｃ２２Ｈ２８ＣｌＦ２Ｎ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝４６５．２；実測値：４６５．１。
【０４８３】
ステップ７：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３
－イル）－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル
　０．５ｍＬの予備形成された触媒（実施例４０より）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミ
ド（０．７ｍＬ）中の１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３
－イル）－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（２２ｍｇ、０．０４７ｍｍｏｌ
）、亜鉛（１．３ｍｇ、０．０２１ｍｍｏｌ）およびシアン化亜鉛（５．６ｍｇ、０．０
４７ｍｍｏｌ）混合物に添加した。混合物をＮ２で洗い流し、１２０℃で一晩加熱した。
反応は約５０％完了しており、両化合物を単離できるように、反応をそこで中止した。ジ
クロロメタンで洗浄しながら反応混合物を濾過し、濃縮した。粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニ
ウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、両表題化合物を
得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。実施例１２６：収率＝６．６ｍｇ（３０
％）；Ｃ２２Ｈ２８ＣｌＦ２Ｎ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４
６５．２；実測値：４６５．２。実施例１２７：収率＝３．０ｍｇ（１４％）；Ｃ２３Ｈ

２８Ｆ２Ｎ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５６．２；実測値：
４５６．２。
【０４８４】
実施例１２９：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－４－メトキシ－２－メチル－３－［１
－（２，２，２－トリフルオロエチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル
【化２５８】

【０４８５】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチ
ル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－シアノ－２
－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　亜鉛（１１ｍｇ、０．１７ｍｍｏｌ）およびビス（トリ－ｔ－ブチルホスフィン）パラ
ジウム（７１ｍｇ、０．１４ｍｍｏｌ）を、マイクロ波バイアル中に秤り入れ、次いでＮ
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－メチルピロリジノン（２．０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミ
ノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］
エチル｝－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキ
シレート（１８２ｍｇ、０．３４８ｍｍｏｌ、実施例１２７／１２８、ステップ４からの
ラセミ中間体）溶液を添加した。混合物をＮ２で数分間脱気し、その後シアン化亜鉛（８
２ｍｇ、０．７０ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、１３０℃で３時間撹拌した
。冷却後、混合物を、セライトのパッドを通して濾過し、濃縮した。粗生成物を、ジクロ
ロメタン中０～５％ＭｅＯＨで溶出する、シリカゲルで精製した。生成物は、ＮＭＰとと
もに、即座に溶出した。画分を合わせ、濃縮し、次いでＥｔＯＡｃ中に取り込み、ブライ
ンで洗浄した（３ｘ）。有機物を乾燥し、濾過し、濃縮して、０．１７ｇ（９６％）の所
望の生成物を得た。Ｃ２５Ｈ３０Ｆ２Ｎ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝５１４．２；実測値：５１４．１。
【０４８６】
ステップ２：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－アゼチジン－３－イル－４－メトキ
シ－２－メチルベンゾニトリル二塩酸塩
　塩化メチレン（５ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（
ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－
５－シアノ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート（
０．２０ｇ、０．３９ｍｍｏｌ）溶液に、１，４－ジオキサン中４．０Ｍの塩化水素（０
．６０ｍＬ、２．４ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で３．５時間撹拌し
た。溶媒を蒸発させ、残渣を真空中で乾燥し、塩酸塩として、０．２３ｇの生成物を得た
。Ｃ２０Ｈ２２Ｆ２Ｎ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４１４．２
；実測値：４１４．１。
【０４８７】
ステップ３：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－４－メトキシ－２－メチル－３－［１－
（２，２，２－トリフルオロエチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル
　塩化メチレン（０．３ｍＬ）中の５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）
－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－アゼチジン－３
－イル－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル二塩酸塩（２０ｍｇ、０．０４ｍｍｏ
ｌ）およびトリエチルアミン（２０μＬ、０．１４ｍｍｏｌ）混合物に、２，２，２－ト
リフルオロエチルトリフルオロメタンスルホネート（１１ｍｇ、０．０４９ｍｍｏｌ）を
添加した。得られた混合物を、４０℃で３時間撹拌した。溶媒を蒸発させ、ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニ
ウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して、粗物質を精製し、３．
４ｍｇ（２０％）の所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２

２Ｈ２３Ｆ５Ｎ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９６．２；実測
値：４９６．１。
【０４８８】
実施例１３０：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－［１－（２－ヒドロキシエチル）
アゼチジン－３－イル］－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル
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【化２５９】

　塩化メチレン（０．３ｍＬ）中の５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）
－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－アゼチジン－３
－イル－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル二塩酸塩（２０ｍｇ、０．０４ｍｍｏ
ｌ、実施例１２９、ステップ２）、｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝
アセトアルデヒド（９．１μＬ、０．０４８ｍｍｏｌ）、およびトリエチルアミン（１９
μＬ、０．１４ｍｍｏｌ）混合物に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウム樹脂（３８ｍ
ｇ、０．０８７ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で３時間撹拌した。混合
物を濾過し、濃縮した。粗生成物をテトラヒドロフラン（１．０ｍＬ）中に溶解し、ＴＨ
Ｆ中１．０Ｍのテトラ－ｎ－ブチルアンモニウムフルオリド（０．４４ｍＬ、０．４４ｍ
ｍｏｌ）を添加し、室温で撹拌した。１．５時間後、溶媒は蒸発した。粗残渣を、ＲＰ－
ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化ア
ンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、４．１ｍ
ｇ（２０％）の所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２２Ｈ

２６Ｆ２Ｎ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５８．２；実測値
：４５８．２。
【０４８９】
実施例１３１：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキ
シプロピル］アゼチジン－３－イル｝－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル

【化２６０】

　イソプロピルアルコール（０．１ｍＬ）中の５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオ
ロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－アゼ
チジン－３－イル－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル二塩酸塩（２０ｍｇ、０．
０４ｍｍｏｌ、実施例１２９、ステップ２からのラセミ中間体）およびトリエチルアミン
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（１８μＬ、０．１３ｍｍｏｌ）混合物に、（Ｓ）－（－）－メチルオキシラン（９．１
μＬ、０．１３ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、９０℃で５時間撹拌した。未
精製の混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量
にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使
用して精製して、２．５ｍｇ（１０％）の所望の生成物を得た。生成物を、ジアステレオ
マーの混合物として単離した。Ｃ２３Ｈ２８Ｆ２Ｎ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝４７２．２；実測値：４７２．２。
【０４９０】
実施例１３３：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－［１－（２－ヒドロキシ－２－メ
チルプロピル）アゼチジン－３－イル］－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル
【化２６１】

　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－アゼチジン－３－イル－４－メトキシ－２－メチ
ルベンゾニトリル二塩酸塩（２１ｍｇ、０．０４３ｍｍｏｌ、実施例１２９、ステップ２
からのラセミ中間体）、オキシラン，２，２－ジメチル－（１１μＬ、０．１３ｍｍｏｌ
）、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（１９μＬ、０．１１ｍｍｏｌ）およびエタノ
ール（０．５ｍＬ）混合物を、マイクロ波中、１２０℃で３０分間加熱した。未精製の混
合物をアセトニトリルで希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０
ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾
配で溶出）を使用して精製し、６．１ｍｇ（２９％）の所望の生成物を得た。生成物を、
ラセミ混合物として単離した。Ｃ２４Ｈ３０Ｆ２Ｎ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝４８６．２；実測値：４８６．２。
【０４９１】
実施例１３４：　（２Ｓ）－２－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメ
チル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－シアノ－
２－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－イル］－Ｎ－メチルプロパンアミ
ド
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【化２６２】

【０４９２】
ステップ１：　（２Ｓ）－２－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチ
ル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－シアノ－２
－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－イル］プロパン酸
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．３５ｍＬ）中の５－｛１－［４－アミノ－３－（
ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－
３－アゼチジン－３－イル－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル二塩酸塩（３０ｍ
ｇ、０．０６ｍｍｏｌ、実施例１２９、ステップ２からのラセミ中間体）およびメチル（
２Ｓ）－２－クロロプロパノエート（７．９μＬ、０．０７４ｍｍｏｌ）混合物に、炭酸
カリウム（２６ｍｇ、０．１９ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、６０℃で一晩
撹拌した。冷却後、水を添加し、ＥｔＯＡｃで抽出した（３ｘ）。合わせた抽出物を、乾
燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過し、濃縮した。粗残渣に、メタノール（０．３ｍＬ）、水（４
０μＬ、２ｍｍｏｌ）、および水酸化リチウム一水和物（１３ｍｇ、０．３１ｍｍｏｌ）
を添加した。得られた混合物を、室温で２．５時間撹拌した。混合物を濃縮し、次の反応
にそのまま使用した。Ｃ２３Ｈ２６Ｆ２Ｎ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝４８６．２；実測値：４８６．２。
【０４９３】
ステップ２：　（２Ｓ）－２－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチ
ル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－シアノ－２
－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－イル］－Ｎ－メチルプロパンアミド
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．３ｍＬ）中の（２Ｓ）－２－［３－（３－｛１－
［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
１－イル］エチル｝－５－シアノ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１
－イル］プロパン酸（３０ｍｇ、０．０６ｍｍｏｌ）、塩化メチルアンモニウム（６．６
ｍｇ、０．０９８ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（１８μＬ、０．１３ｍｍｏｌ）混
合物に、ベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウムヘ
キサフルオロホスフェート（４３ｍｇ、０．０９８ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合
物を、室温で３時間撹拌した。混合物をアセトニトリルで希釈し、濾過し、ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニ
ウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製して、４．７ｍｇ（
３段階にて、１０％）の所望の生成物を得た。生成物を、ジアステレオマーの混合物とし
て単離した。Ｃ２４Ｈ２９Ｆ２Ｎ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝４９９．２；実測値：４９９．１。
【０４９４】
実施例１３６：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ
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［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－［１－（２，２－ジフルオロエチ
ル）アゼチジン－３－イル］－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル
【化２６３】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．３ｍＬ）中の５－｛１－［４－アミノ－３－（ジ
フルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３
－アゼチジン－３－イル－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル二塩酸塩（２１ｍｇ
、０．０４３ｍｍｏｌ、実施例１２９、ステップ２からのラセミ中間体）、２－ブロモ－
１，１－ジフルオロエタン（３．８μＬ、０．０４８ｍｍｏｌ）、およびトリエチルアミ
ン（１８μＬ、０．１３ｍｍｏｌ）混合物を、７０℃で一晩撹拌した。混合物をメタノー
ル（ＭｅＯＨ）で希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／
分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶
出）を使用して精製し、３．３ｍｇ（１６％）の所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ
混合物として単離した。Ｃ２２Ｈ２４Ｆ４Ｎ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝４７８．２；実測値：４７８．１。
【０４９５】
実施例１３７：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキ
シプロピル］アゼチジン－３－イル｝－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル
【化２６４】

【０４９６】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチ
ル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－シアノ－２
－メトキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　流量１８ｍＬ／分、５ｍｇ／注入にて、ヘキサン中１０％エタノールで溶出するＰｈｅ
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ｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｘ－セルロース１カラム（２１．１ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン粒径
）を使用して、生成物を精製したことを除いて、実施例１２９、ステップ１と類似した手
順を使用して、この化合物を調製し、２つのエナンチオマーを得た。ピーク１：保持時間
：１．１２分間；Ｃ２５Ｈ３０Ｆ２Ｎ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝５１４．２；実測値：５１４．１。ピーク２保持時間は２．５８分間であった。
【０４９７】
ステップ２：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－アゼチジン－３－イル－４－メトキ
シ－２－メチルベンゾニトリル二塩酸塩
　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－シアノ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレートの代りに、ｔｅｒｔ－ブチル３
－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－シアノ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）
アゼチジン－１－カルボキシレート（ステップ１からのピーク１）を用いて、実施例１２
８、ステップ２と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。Ｃ２０Ｈ２２Ｆ２Ｎ

７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４１４．２；実測値：４１４．１
。
【０４９８】
ステップ３：　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシ
プロピル］アゼチジン－３－イル｝－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル
　塩化メチレン（０．３ｍＬ）中の５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）
－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－アゼチジン－３
－イル－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル二塩酸塩（２５ｍｇ、０．０５１ｍｍ
ｏｌ）、（２Ｓ）－２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジフェニル）シリル］オキシ｝プロパナ
ール（１８ｍｇ、０．０５７ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（２２μＬ、０．１５ｍ
ｍｏｌ）混合物に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウム樹脂（４５ｍｇ、０．１０ｍｍ
ｏｌ）を添加した。混合物を一晩撹拌し、次いで濾過し、濃縮した。残渣に、テトラヒド
ロフラン（１．０ｍＬ）およびＴＨＦ中１．０Ｍのテトラ－ｎ－ブチルアンモニウムフル
オリド（０．５１ｍＬ、０．５１ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で一晩
撹拌した。溶媒を蒸発させ、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ
／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で
溶出）を使用して、粗物質を精製し、１．６ｍｇ（６．６％）の所望の生成物を得た。生
成物を、単一のジアステレオマーとして単離した。Ｃ２３Ｈ２８Ｆ２Ｎ７Ｏ２についての
ＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７２．２；実測値：４７２．２。
【０４９９】
実施例１３８：　３－（１－アセチルアゼチジン－３－イル）－５－｛１－［４－アミノ
－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エ
チル｝－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル
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【化２６５】

　塩化メチレン（０．３ｍＬ）中の５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）
－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－アゼチジン－３
－イル－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル二塩酸塩（２１ｍｇ、０．０４３ｍｍ
ｏｌ、実施例１２９、ステップ２からのラセミ中間体）、塩化アセチル（３．４μＬ、０
．０４８ｍｍｏｌ）、およびトリエチルアミン（１８μＬ、０．１３ｍｍｏｌ）混合物を
、室温で一晩撹拌した。溶媒を蒸発させ、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラ
ム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水
の濃度勾配で溶出）を使用して粗物質を精製し、所望の生成物を得た。生成物を、ラセミ
混合物として単離した。Ｃ２２Ｈ２４Ｆ２Ｎ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝４５６．２；実測値：４５６．２。
【０５００】
実施例１３９：　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－（１－イ
ソプロピルアゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミンのエナンチオマー

【化２６６】

【０５０１】
ステップ１：　１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－ヨードフェニル）
エタノン
　出発物質として、１－（５－クロロ－４－フルオロ－２－ヒドロキシ－３－ヨードフェ
ニル）エタノンおよびヨードエタンを使用し、実施例１３、ステップ３の手順に従って、
この化合物を精製した。Ｃ１０Ｈ１０ＣｌＦＩＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝３４２．９；実測値：３４２．９。
【０５０２】
ステップ２：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－
フルオロフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　磁気撹拌子およびゴム製の隔壁を備えた丸底フラスコに、塩化リチウム（３．９ｇ、９
１ｍｍｏｌを充填した。フラスコを、高真空下、１４０℃で１０分間加熱し、室温まで冷
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却した後、窒素を再充填した。亜鉛（６．０ｇ、９１ｍｍｏｌ）を添加し、フラスコを高
真空下、１４０℃で１０分間加熱し、室温まで冷却した後、窒素を再充填した。テトラヒ
ドロフラン（ＴＨＦ）（３８ｍＬ）および１，２－ジブロモエタン（２３３μＬ、２．７
０ｍｍｏｌ）を、シリンジにより添加した。混合物を６０℃で１０分間加熱し、次いで室
温まで冷却した。ＴＨＦ（１ｍＬ）中のクロロトリメチルシラン（６８μＬ、０．５４ｍ
ｍｏｌ）およびヨウ素（６９ｍｇ、０．２７ｍｍｏｌ）を添加し、得られた混合物を６０
℃で１０分間撹拌し、次いで室温まで冷却した。次いでＴＨＦ（１０ｍＬ）中のｔｅｒｔ
－ブチル３－ヨードアゼチジン－１－カルボキシレート（１２．１７ｇ、４２．９９ｍｍ
ｏｌ）溶液を添加し、混合物を４０℃で１時間、および室温で１時間撹拌した。１－（５
－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－ヨードフェニル）エタノン（１３．０ｇ、
３８．０ｍｍｏｌ）、酢酸パラジウム（１７０ｍｇ、０．７６ｍｍｏｌ）、２’－（ジシ
クロヘキシルホスフィノ）－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルビフェニル－２，６－ジ
アミン（６６０ｍｇ、１．５ｍｍｏｌ）、およびトルエン（３５ｍＬ）を充填した別のフ
ラスコを、高真空下で排気し、窒素を再充填した。混合物を０℃まで冷却し、上で調製し
た亜鉛試薬を、シリンジによりゆっくりと添加した。添加後、反応物を５０℃で一晩加熱
した。反応溶液を、ＥｔＯＡｃと飽和ＮＨ４Ｃｌ溶液に分配した。層を分離し、水層をＥ
ｔＯＡｃでさらに抽出した（２ｘ）。合わせた有機物を水、ブラインで洗浄し、次いでＭ
ｇＳＯ４で乾燥し、濃縮した。未精製の混合物を、シリカゲルカラムで精製して、橙色油
状の所望の生成物（６．３ｇ、４５％）を得た。Ｃ１８Ｈ２３ＣｌＦＮＯ４Ｎａについて
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３９４．１；実測値：３９４．１。
【０５０３】
ステップ３：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－５－
（１－ヒドロキシエチル）フェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート
　出発物質として、ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－
６－フルオロフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレートおよびテトラヒドロホウ酸ナ
トリウムを使用し、実施例１３、ステップ５の手順に従って、この化合物を調製した。Ｃ

１８Ｈ２５ＣｌＦＮＯ４ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３９６
．１；実測値：３９６．１。
【０５０４】
ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－エ
トキシ－２－フルオロフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート
　出発物質として、ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－
５－（１－ヒドロキシエチル）フェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート（ラセミの
）および塩化シアヌルを使用し、実施例１３、ステップ６の手順に従って、この化合物を
調製した。
【０５０５】
ステップ５：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６
－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　ＤＭＦ（２０ｍＬ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－
アミン（１．１０ｇ、７．３７ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（３．２ｇ、１０ｍｍｏｌ）お
よびヨウ化カリウム（１１１ｍｇ、０．６７０ｍｍｏｌ）混合物に、ｔｅｒｔ－ブチル３
－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－エトキシ－２－フルオロフェニル］ア
ゼチジン－１－カルボキシレート（２．６３ｇ、６．７０ｍｍｏｌ）を添加し、混合物を
９０℃で３時間撹拌した。溶媒を真空中で除去した。残渣を酢酸エチルおよび水で希釈し
た。水層を、酢酸エチルで２回抽出した。合わせた有機層を水、ブラインで洗浄し、Ｎａ

２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。残渣をシリカゲルカラムで精製して（１００％酢
酸エチルで溶出）、泡状の所望の生成物（２．１５ｇ、６３％）を得た。Ｃ２４Ｈ３１Ｃ
ｌＦＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０５．２；実測値：５
０５．２。



(195) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

【０５０６】
ステップ６：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－エトキシ－４
－フルオロフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン二塩酸塩
　ジクロロメタン（２．４ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－
３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロ
ロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（２７５
ｍｇ、０．５４４ｍｍｏｌ）溶液に、ジオキサン中４．０Ｍの塩化水素（１．１ｍＬ、４
．４ｍｍｏｌ）を添加した。反応溶液を、室温で６時間撹拌した。溶媒を減圧下で除去し
て、白色固体の所望の生成物（２５０ｍｇ、９６％）を得た。Ｃ１９Ｈ２３ＣｌＦＮ６Ｏ
についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４０５．２；実測値：４０５．１。
【０５０７】
ステップ７：　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－（１－イソ
プロピルアゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　ジクロロメタン（０．６７ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－ク
ロロ－２－エトキシ－４－フルオロフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（４９ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ）、アセト
ン（８．２８μＬ、０．１１３ｍｍｏｌ）、およびトリエチルアミン（４４．３μＬ、０
．３１８ｍｍｏｌ）混合物に、トリアセトキシホウ水素化ナトリウム樹脂（８９ｍｇ、０
．２０ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で一晩撹拌した。混合物を濾過し
、濃縮し、次いで分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、流量６０ｍＬ／分にて
、０．０５％ＴＦＡを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、ラセ
ミ生成物を得た。ＬＣＭＳ：実測値　ｍ／ｚ＝４４７．２（Ｍ＋Ｈ）＋。ラセミ混合物を
、キラルＨＰＬＣ（カラムＩＡ、流量１８ｍＬ／分にて、５％エタノール／９５％ヘキサ
ンで溶出）により分離し、２つのピーク（異性体１：９．５ｍｇ、２１％；異性体２：９
．２ｍｇ、２０％）を得た。
　異性体１（最初に溶出、保持時間：４．４分間）：１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭ
ＳＯ－ｄ６）：　δ　８．１０（ｓ、１Ｈ）、７．４５（ｄ、１Ｈ）、６．２１（ｍ、１
Ｈ）、３．７０（ｍ、５Ｈ）、２．９１（ｍ、２Ｈ）、２．５３（ｓ、３Ｈ）、２．１７
（ｍ、１Ｈ）、１．６６（ｄ、３Ｈ）、１．３１（ｔ、３Ｈ）、０．８１（ｍ、６Ｈ）ｐ
ｐｍ；Ｃ２２Ｈ２９ＣｌＦＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値Ｃ：ｍ／ｚ＝４
４７．２；実測値：４４７．２．
異性体２（２番目に溶出、保持時間：１９．５分間）：Ｃ２２Ｈ２９ＣｌＦＮ６Ｏについ
てのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４７．２；実測値：４４７．２。
【０５０８】
実施例１４０：　１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオ
ロフェニル｝アゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパン－２－オール
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【化２６７】

　エタノール（１ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－
エトキシ－４－フルオロフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（２０ｍｇ、０．０４２ｍｍｏｌ、実施例１３９、ス
テップ６からのラセミ中間体）およびトリエチルアミン（１８μＬ、０．１２ｍｍｏｌ）
混合物に、オキシラン，２，２－ジメチル－（６．９８μＬ、０．０８３７ｍｍｏｌ）を
添加した。得られた混合物を、マイクロ波反応器中、１２０℃で４５分間加熱した。反応
物をメタノールで希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／
分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶
出）で精製して、白色固体の所望の生成物（３．４ｍｇ、１７％）を得た。生成物を、ラ
セミ混合物として単離した。Ｃ２３Ｈ３１ＣｌＦＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝４７７．２；実測値：４７７．３。
【０５０９】
実施例１４１：　１－（１－｛５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－［１－（
２，２，２－トリフルオロエチル）アゼチジン－３－イル］フェニル｝エチル）－３－メ
チル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン

【化２６８】

　ジクロロメタン（０．５ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロ
ロ－２－エトキシ－４－フルオロフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（１９ｍｇ、０．０４０ｍｍｏｌ、実施例１
３９、ステップ６からのラセミ中間体）およびトリエチルアミン（２０μＬ、０．１４ｍ
ｍｏｌ）混合物に、２，２，２－トリフルオロエチルトリフルオロメタンスルホネート（
１１ｍｇ、０．０４８ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を室温で一晩撹拌した。溶
媒を減圧下で蒸発させ、未精製の混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カ
ラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／
水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成物（３．８ｍｇ、１９％）を得た。生成物
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を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２１Ｈ２４ＣｌＦ４Ｎ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８７．２；実測値：４８７．１。
【０５１０】
実施例１４９：　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－
６－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール
【化２６９】

【０５１１】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６
－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレートのエナンチオマー
　ラセミ混合物を、キラルＨＰＬＣ（カラムＩＡ、流量１８ｍＬ／分にて、５％エタノー
ル／９５％ヘキサンで溶出）により分離して、２つのピークを得た；異性体１（最初に溶
出）：保持時間：１６．８分間；Ｃ２４Ｈ３１ＣｌＦＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０５．２；実測値：５０５．２；異性体２（２番目に溶出）：
保持時間：１９．５分間；Ｃ２４Ｈ３１ＣｌＦＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋

計算値：ｍ／ｚ＝５０５．２；実測値：５０５．２。
【０５１２】
ステップ２：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－エトキシ－４
－フルオロフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン二塩酸塩
　出発物質として、ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［（１Ｓ）－１－（４－アミノ－３－メ
チル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２
－エトキシ－６－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（キラル分離か
らの第１ピーク）を用いて、実施例１３９、ステップ６と類似した手順を使用して、この
化合物を調製した。Ｃ１９Ｈ２３ＣｌＦＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝４０５．２；実測値：４０５．１。
【０５１３】
ステップ３：　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６
－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール
　イソプロピルアルコール（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－
５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（４６ｍｇ、０．１１ｍｍｏｌ）（
異性体１より）およびトリエチルアミン（５０μＬ、０．４ｍｍｏｌ）混合物に、（Ｓ）
－（－）－メチルオキシラン（１６μＬ、０．２３ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合
物を、９０℃で３時間撹拌した。冷却後、混合物をアセトニトリルで希釈し、ＲＰ－ＨＰ
ＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモ
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ニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物（
１２ｍｇ、２３％）を得た。生成物を、単一のジアステレオマーとして単離した。１Ｈ　
ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．０５（ｓ、１Ｈ）、７．３８（ｄ
、１Ｈ）、６．１５（ｍ、１Ｈ）、４．２６（ｄ、１Ｈ）、３．７６－３．６０（ｍ、６
Ｈ）、２．９９（ｍ、２Ｈ）、２．４８（ｓ、３Ｈ）、２．２２（ｍ、２Ｈ）、１．６２
（ｄ、３Ｈ）、１．２５（ｔ、３Ｈ）、０．９３（ｄ、３Ｈ）ｐｐｍ；Ｃ２２Ｈ２９Ｃｌ
ＦＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６３．２；実測値：４６
３．２。
【０５１４】
実施例１５０：　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－（１－イ
ソプロピルアゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－１
Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化２７０】

【０５１５】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６
－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　出発物質として、実施例１３９、ステップ４からの、ラセミのｔｅｒｔ－ブチル３－［
３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－エトキシ－２－フルオロフェニル］アゼチ
ジン－１－カルボキシレート、および３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－４－アミンを用いて、実施例１３９、ステップ５と類似した手順を使用して、この
化合物を調製した。Ｃ２３Ｈ２８ＣｌＦＩＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝６１７．１；実測値：６１７．１
【０５１６】
ステップ２：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ビニル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６
－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　１，４－ジオキサン（１０ｍＬ）／水（７ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１
－（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エ
チル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－カルボキ
シレート（１．３２ｇ、２．１４ｍｍｏｌ）、ピリジン－トリビニルボロキシン（１：１
）（０．５１ｇ、２．１ｍｍｏｌ）、［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロ
セン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（９０ｍｇ、０
．１ｍｍｏｌ）および炭酸カリウム（０．８９ｇ、６．４ｍｍｏｌ）混合物を、１００℃
で一晩加熱した。室温まで冷却した後、反応混合物を水および酢酸エチルで希釈した。水
層を酢酸エチルで抽出した。合わせた抽出物を、ブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し
、濃縮し、シリカゲルカラムで精製して、所望の生成物（０．７１ｇ、６４％）を得た。
Ｃ２５Ｈ３１ＣｌＦＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１７．
２；実測値：５１７．２
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【０５１７】
ステップ３：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１，２－ジヒド
ロキシエチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－
クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　ｔｅｒｔ－ブチルアルコール（８．６ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（
４－アミノ－３－ビニル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル
］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレ
ート（０．７０７ｇ、１．３７ｍｍｏｌ）懸濁液に、Ｎ－メチルモルホリンＮ－オキシド
（１７６ｍｇ、１．５０ｍｍｏｌ）、水（４．３ｍＬ）、およびオスミウムテトラオキシ
ド（２０ｍｇ、０．０８０ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、室温で一晩撹拌し
た。反応物に水、その後ＥｔＯＡｃを添加した。層を分離し、水層をＥｔＯＡｃで抽出し
た。合わせた有機物をブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、粗
生成物を得た。Ｃ２５Ｈ３３ＣｌＦＮ６Ｏ５についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝５５１．２；実測値：５５１．２。
【０５１８】
ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－ホルミル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－
６－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　ＴＨＦ（１０ｍＬ）および水（６ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－
アミノ－３－（１，２－ジヒドロキシエチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル）アゼチジ
ン－１－カルボキシレート（０．７５４ｇ、１．３７ｍｍｏｌ）溶液に、酢酸（２０μＬ
、０．３６ｍｍｏｌ）および過ヨウ素酸ナトリウム（０．８７８ｇ、４．１０ｍｍｏｌ）
を、０℃で添加した。一晩撹拌した後、反応物に水を添加し、ジクロロメタンで抽出した
（３ｘ）。合わせた抽出物を、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮
して、粗生成物を得た。Ｃ２４Ｈ２９ＣｌＦＮ６Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝５１９．２；実測値：５１９．２。
【０５１９】
ステップ５：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチ
ル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２
－エトキシ－６－フルオロフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　ジクロロメタン（７ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－
ホルミル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ
－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（０．６１
ｇ、１．２ｍｍｏｌ）溶液に、０℃で、ジエチルアミノ硫黄三フッ化物（０．３９ｍＬ、
２．９ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を０℃で数分間撹拌し、次いで室温まで温め、２．
５時間撹拌した。水およびジクロロメタンを添加し、層を分離した。有機物をブラインで
洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。黄色のゴム状物質を真空中で乾燥し、
所望の生成物（０．６０ｇ、９４％）を得た。Ｃ２４Ｈ２９ＣｌＦ３Ｎ６Ｏ３についての
ＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５４１．２；実測値：５４１．２。
【０５２０】
ステップ６：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－エトキシ－４
－フルオロフェニル）エチル］－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩
　ジクロロメタン（５ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－｛１－［４－アミノ－３－
（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝
－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレー
ト（０．６４ｇ、１．２ｍｍｏｌ）溶液に、ジオキサン中４．０Ｍの塩化水素（２．４ｍ
Ｌ、９．５ｍｍｏｌ）を添加した。反応溶液を、室温で６時間撹拌した。溶媒を除去して
、白色固体の所望の生成物（０．６１ｇ、１００％）を得た。Ｃ１９Ｈ２１ＣｌＦ３Ｎ６
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ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４１．１；実測値：４４１．１。
【０５２１】
ステップ７：　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－（１－イソ
プロピルアゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　出発物質として、１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－エトキシ
－４－フルオロフェニル）エチル］－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩およびアセトンを用いて、実施例１、ステップ
８と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単
離した。Ｃ２２Ｈ２７ＣｌＦ３Ｎ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
４８３．２；実測値：４８３．２。
【０５２２】
実施例１５２：　２－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１
Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキ
シ－６－フルオロフェニル）アゼチジン－１－イル］エタノール
【化２７１】

　出発物質として、１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－エトキシ
－４－フルオロフェニル）エチル］－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（ラセミの）および｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジ
メチル）シリル］オキシ｝アセトアルデヒドを用いて、実施例１、ステップ８と類似した
手順を使用して、この化合物を調製した。還元的アミノ化後、テトラブチルアンモニウム
フロリドを添加して、ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル基を除去した。生成物を、ラ
セミ混合物として単離した。Ｃ２１Ｈ２５ＣｌＦ３Ｎ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８５．２；実測値：４８５．２。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、
ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．２３（ｓ、１Ｈ）、７．３８（ｍ、２Ｈ）、６．２９（ｍ
、１Ｈ）、３．７８－３．６７（ｍ、４Ｈ）、３．５３（ｍ、１Ｈ）、３．１２（ｍ、２
Ｈ）、２．９９－２．８７（ｍ、２Ｈ）、２．３４（ｍ、２Ｈ）、１．６８（ｄ、３Ｈ）
、１．２２（ｍ、３Ｈ）ｐｐｍ。
【０５２３】
実施例１５６：　（２Ｒ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－１－オール
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【化２７２】

【０５２４】
ステップ１：　メチル（２Ｓ）－２－ブロモプロパノエート
　ＤＭＦ（２８μＬ、０．３６ｍｍｏｌ）を、ジクロロメタン（４．６ｍＬ）中（２Ｓ）
－２－ブロモプロパン酸（０．５５２ｇ、３．６１ｍｍｏｌ）および塩化オキサリル（０
．６１ｍＬ、７．２ｍｍｏｌ）混合物に、０℃で添加した。反応混合物を室温で一晩撹拌
した。溶媒を真空中で除去した。残渣をジクロロメタン中に溶解し、メタノール（１．５
ｍＬ、３６ｍｍｏｌ）およびピリジン（０．４４ｍＬ、５．４ｍｍｏｌ）で処理した。反
応溶液を、室温で２時間撹拌した。反応溶液を飽和炭酸水素ナトリウム溶液でクエンチし
、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、所望の生成物（０．５
１ｇ、８５％）を得た。
【０５２５】
ステップ２：　メチル（２Ｒ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１
Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキ
シ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパノエート
　アセトニトリル（１ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－
２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン塩酸塩（２０．１ｍｇ、０．０４７５ｍｍｏｌ、実施例１、
ステップ７からのキラル中間体）溶液に、トリエチルアミン（２３μＬ、０．１７ｍｍｏ
ｌ）およびメチル（２Ｓ）－２－ブロモプロパノエート（９．５ｍｇ、０．０５７ｍｍｏ
ｌ）を添加した。反応溶液を、室温で４時間撹拌した。溶媒を除去して、所望の生成物（
６．２ｍｇ、２８％）を得た。Ｃ２３Ｈ３０ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝４７３．２；実測値：４７３．３
【０５２６】
ステップ３：　（２Ｒ）－２－（３－｛３－［（１Ｓ）－１－（４－アミノ－３－メチル
－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メ
トキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－１－オール
　ジクロロメタン（０．５ｍＬ）中のメチル（２Ｒ）－２－（３－｛３－［（１－（４－
アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－
５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパノエー
ト（６．２ｍｇ、０．０１３ｍｍｏｌ）溶液を、０℃にて３時間、トルエン中１．０Ｍの
水素化ジイソブチルアルミニウム（０．１ｍＬ、０．１ｍｍｏｌ）で処理した。反応物を
メタノールでクエンチし、分取ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍ
Ｌ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配
で溶出）で精製して、所望の生成物（０．８ｍｇ、１４％）を得た。生成物を、単一のジ
アステレオマーとして単離した。Ｃ２２Ｈ３０ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４５．２；実測値：４４５．１
【０５２７】
実施例１５８：　１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
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３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチル
フェニル｝アゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパン－２－オール
【化２７３】

　出発物質として、１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－５－クロロ－２－メトキシ
－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－４－アミン塩酸塩（実施例１、ステップ７からのキラル中間体）およびオキシラン，
２，２－ジメチル－を用いて、実施例１４０と類似した手順を使用して、この化合物を調
製した。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２３Ｈ３２ＣｌＮ６Ｏ２に
ついてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５９．２；実測値：４５９。１１Ｈ　
ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．０４（ｓ、１Ｈ）、７．２３（ｂ
ｓ、２Ｈ）、７．１６（ｓ、１Ｈ）、６．１４（ｍ、１Ｈ）、３．９６（ｓ、１Ｈ）、３
．８５（ｍ、３Ｈ）、３．４５（ｓ、３Ｈ）、２．９４（ｍ、１Ｈ）、２．８０（ｍ、１
Ｈ）、２．４９（ｓ、３Ｈ）、２．１４（ｓ、２Ｈ）、２．００（ｓ、３Ｈ）、１．６３
（ｄ、３Ｈ）、０．９８（ｓ、６Ｈ）ｐｐｍ。
【０５２８】
実施例１５９：　（２Ｒ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパンアミド
【化２７４】

【０５２９】
ステップ１：　（２Ｒ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６
－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン酸
　アセトニトリル（０．６ｍＬ）および水（０．２ｍＬ）中のメチル（２Ｒ）－２－（３
－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１
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－イル）プロパノエート（実施例１５６、ステップ２からのキラル中間体）（１３ｍｇ、
０．０２７ｍｍｏｌ）溶液に、水酸化リチウム（２．４ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ）を添加
した。反応混合物を、室温で一晩撹拌した。反応溶液を、酢酸エチルおよび１ＭのＨＣｌ
溶液で希釈した。有機層を分離し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、所望の生
成物（１０．２ｍｇ、８３％）を得た。Ｃ２２Ｈ２８ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（
Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５９．２；実測値：４５９．１。
【０５３０】
ステップ２：　（２Ｒ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６
－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパンアミド
　ＤＭＦ（０．３ｍＬ）中の（２Ｒ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチ
ル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－
メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン酸（４ｍｇ、０．００
９ｍｍｏｌ）およびベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホス
ホニウムヘキサフルオロホスフェート（４ｍｇ、０．００９ｍｍｏｌ）溶液に、室温で、
トリエチルアミン（４μＬ、０．０３ｍｍｏｌ）およびジメチルアミン塩酸塩（０．９ｍ
ｇ、０．０１ｍｍｏｌ）を添加した。反応混合物を１時間撹拌し、次いでメタノールで希
釈し、分取ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、
０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製
して、所望の生成物（２．７ｍｇ、６３％）を得た。生成物を、単一のジアステレオマー
として単離した。Ｃ２４Ｈ３３ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝４８６．２；実測値：４８６．１。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６

）：　δ　８．０９（ｓ、１Ｈ）、７．２３（ｓ、１Ｈ）、６．１８（ｍ、１Ｈ）、３．
７８（ｍ、３Ｈ）、３．５０（ｓ、３Ｈ）、３．０１（ｓ、３Ｈ）、３．０－２．９（ｍ
、３Ｈ）、２．７７（ｓ、３Ｈ）、２．５４（ｓ、３Ｈ）、２．０６（ｓ、３Ｈ）、１．
６７（ｄ、３Ｈ）、０．９８（ｄ、３Ｈ）ｐｐｍ。
【０５３１】
実施例１６１：　［１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチ
ルフェニル｝アゼチジン－１－イル）シクロブチル］アセトニトリル
【化２７５】

　アセトニトリル（０．１ｍＬ）中の１－［（１－（３－アゼチジン－３－イル－５－ク
ロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン二塩酸塩（１０ｍｇ、０．０２２ｍｍｏｌ、実施例１
、ステップ７からのキラル中間体）溶液に、シクロブチリデンアセトニトリル（４．１ｍ
ｇ、０．０４４ｍｍｏｌ）、その後１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７
－エン（１３μＬ、０．０８７ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を室温で一晩撹拌
した。反応混合物をアセトニトリルで希釈し、分取ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ
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１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニト
リル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物（４．３ｍｇ、４１％）を得
た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２５Ｈ３１ＣｌＮ７Ｏについて
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８０．２；実測値：４８０．０。
【０５３２】
実施例１６３：　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－メチ
ルピペリジン－４－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化２７６】

【０５３３】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル４－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－
メチルフェニル）ピペリジン－１－カルボキシレート
　出発物質として、１－（５－クロロ－３－ヨード－２－メトキシ－４－メチルフェニル
）エタノンおよびｔｅｒｔ－ブチル４－ヨードピペリジン－１－カルボキシレートを用い
て、実施例１３９、ステップ２と類似した手順を使用して、この化合物を調製した。Ｃ２

０Ｈ２８ＣｌＮＯ４ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４０４．１
；実測値：４０４．１。
【０５３４】
ステップ２：　ｔｅｒｔ－ブチル４－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６
－メトキシ－２－メチルフェニル］ピペリジン－１－カルボキシレート
　出発物質として、ｔｅｒｔ－ブチル４－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル）ピペリジン－１－カルボキシレートおよびテトラヒドロホウ酸ナト
リウムを使用し、実施例１３、ステップ５の手順に従って、この化合物を調製した。Ｃ２

０Ｈ３０ＣｌＮＯ４ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４０６．１
；実測値：４０６．１．
【０５３５】
ステップ３：　ｔｅｒｔ－ブチル４－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メ
トキシ－２－メチルフェニル］ピペリジン－１－カルボキシレート
　出発物質として、ｔｅｒｔ－ブチル４－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）
－６－メトキシ－２－メチルフェニル］ピペリジン－１－カルボキシレート（ラセミの）
および塩化シアヌルを使用し、実施例１３、ステップ６の手順に従って、この化合物を調
製した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）：　δ　７．４４（ｓ、１Ｈ）、５
．４６（ｍ、１Ｈ）、４．２３（ｂｓ、２Ｈ）、３．７３（ｓ、３Ｈ）、３．２９（ｂｓ
、１Ｈ）、２．７８（ｂｓ、２Ｈ）、２．４０（ｓ、３Ｈ）、２．２７－２．０９（ｍ、
２Ｈ）、１．７８（ｄ、３Ｈ）、１．６３（ｍ、２Ｈ）、１．４３（ｓ、９Ｈ）ｐｐｍ。
【０５３６】
ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６
－メチルフェニル｝ピペリジン－１－カルボキシレート
　出発物質として、ｔｅｒｔ－ブチル４－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６
－メトキシ－２－メチルフェニル］ピペリジン－１－カルボキシレートおよび３－メチル



(205) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミンを使用し、実施例１３９、ステ
ップ５の手順に従って、この化合物を調製した。Ｃ２６Ｈ３６ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１５．３；実測値：５１５．２。
【０５３７】
ステップ５：　１－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ピペリジン－
４－イルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
４－アミン二塩酸塩
　出発物質として、ｔｅｒｔ－ブチル４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ
－６－メチルフェニル｝ピペリジン－１－カルボキシレートを使用し、実施例１３９、ス
テップ６の手順に従って、この化合物を調製した。Ｃ２１Ｈ２８ＣｌＮ６ＯについてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４１５．２；実測値：４１５．２。
【０５３８】
ステップ６：　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－メチル
ピペリジン－４－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－４－アミン
　出発物質として、１－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ピペリジ
ン－４－イルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－４－アミン二塩酸塩およびホルムアルデヒドを使用し、実施例１３９、ステップ７の
手順に従って、この化合物を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２２

Ｈ３０ＣｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２９．２；実測値
：４２９．１。
【０５３９】
実施例１６４：　１－（４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチル
フェニル｝ピペリジン－１－イル）－２－メチルプロパン－２－オール
【化２７７】

　出発物質として、１－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ピペリジ
ン－４－イルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－４－アミン二塩酸塩（実施例１６３、ステップ５からのラセミ中間体）およびオキシ
ラン，２，２－ジメチル－を用いて、実施例１４０と類似した手順を使用して、この化合
物を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２５Ｈ３６ＣｌＮ６Ｏ２につ
いてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８７．３；実測値：４８７．３。１Ｈ　
ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．０５（ｓ、１Ｈ）、７．２４（ｂ
ｓ、２Ｈ）、７．２２（ｓ、１Ｈ）、６．１６（ｍ、１Ｈ）、４．０１（ｂｓ、１Ｈ）、
３．６７（ｓ、３Ｈ）、２．９７（ｍ、３Ｈ）、２．４９（ｓ、３Ｈ）、２．３２（ｓ、
３Ｈ）、２．１５－２．０４（ｍ、６Ｈ）、１．６３（ｄ、３Ｈ）、１．４０（ｍ、２Ｈ
）、１．０３（ｓ、６Ｈ）ｐｐｍ。
【０５４０】
実施例１６５：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（シアノメチル）－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メ
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チルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化２７８】

　（３－フルオロフェニル）ボロン酸の代りに４－（４，４，５，５－テトラメチル－１
，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）イソオキサゾール（フロンティア社（Frontier
）製）を使用し、実施例４７に記載される手順に従って、この化合物を調製した。生成物
を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２６Ｈ２８ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１９．２；実測値：５１９．２。
【０５４１】
実施例１６６：　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
ル｝シクロブタノールトリフルオロアセテート

【化２７９】

【０５４２】
ステップ１：　１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ビニルフェニル）エ
タノン
　１，４－ジオキサン（１０ｍＬ）および水（５ｍＬ）中の１－（５－クロロ－３－ヨー
ド－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エタノン（１．０ｇ、３．２ｍｍｏｌ、実施例
１、ステップ２より）、４，４，５，５－テトラメチル－２－ビニル－１，３，２－ジオ
キサボロラン（０．６６ｍＬ、３．９ｍｍｏｌ）、［１，１’－ビス（ジフェニルホスフ
ィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（
０．２６ｇ、０．３２ｍｍｏｌ）および炭酸カリウム（１．３ｇ、９．４ｍｍｏｌ）混合
物を、Ｎ２で脱気し、８０℃で一晩加熱した。室温まで冷却した後、反応混合物を水およ
び酢酸エチルで希釈した。有機層をブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮し、シ
リカゲルカラム（ヘキサン中０～１０％ＥｔＯＡｃで溶出）で精製して、所望の生成物（
０．６０ｇ、８２％）を得た。Ｃ１２Ｈ１４ＣｌＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝２２５．１；実測値：２２５．１
【０５４３】
ステップ２：　３－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）
シクロブタノン
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　エーテル（１０ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ビニル
フェニル）エタノン（５３０ｍｇ、２．４ｍｍｏｌ）溶液に、亜鉛－銅対（１．８ｇ、１
４ｍｍｏｌ）を添加した。反応混合物を４０℃で加熱し、１，２－ジメトキシエタン（３
ｍＬ）中の塩化トリクロロアセチル（１．４ｍＬ、１３ｍｍｏｌ）および塩化ホスホリル
（１．２ｍＬ、１３ｍｍｏｌ）溶液を、２時間に渡りゆっくりと添加した。添加後、反応
混合物を、還流下で一晩撹拌した。反応物を飽和ＮａＨＣＯ３溶液でクエンチし、エーテ
ルで希釈した。有機層をブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。
残渣および酢酸（１０ｍＬ）中の亜鉛（０．３１ｇ、４．７ｍｍｏｌ）を室温で２時間撹
拌し、次いで一晩還流させた。さらに１回分の亜鉛を添加し、さらに４時間還流させた。
混合物を水で希釈し、エーテルで抽出した。有機相を、飽和ＮａＨＣＯ３溶液、水および
ブラインで順次洗浄し、次いでＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮した。粗物質を、フラッシュク
ロマトグラフィー（ヘキサン中０～３０％酢酸エチルで溶出）で精製して、所望の生成物
（０．１７ｇ、２７％）を得た。Ｃ１４Ｈ１６ＣｌＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋

計算値：ｍ／ｚ＝２６７．１；実測値：２６７．０
【０５４４】
ステップ３：　３－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－
メチルフェニル］シクロブタノール
　出発物質として、３－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
ル）シクロブタノンおよびテトラヒドロホウ酸ナトリウムを使用し、実施例１３、ステッ
プ５の手順に従って、この化合物を調製した。Ｃ１４Ｈ１９ＣｌＯ３ＮａについてのＬＣ
ＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２９３．１；実測値：２９３．１。
【０５４５】
ステップ４：　３－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチ
ルフェニル］シクロブタノール
　ジメチルスルホキシド（１ｍＬ）中の３－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル
）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］シクロブタノール（１７０ｍｇ、０．６２８ｍ
ｍｏｌ）溶液に、塩化シアヌル（６４ｍｇ、０．３４ｍｍｏｌ）を添加した。一晩撹拌し
た後、反応混合物を、エーテルおよび水で希釈した。水層を、酢酸エチルで１回抽出した
。合わせた有機抽出物をブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。
粗生成物をシリカゲルカラムで精製して、所望の生成物（３９．６ｍｇ、２２％）を得た
。Ｃ１４Ｈ１８ＣｌＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ－Ｃｌ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２５３．１
；実測値：２５３．２。
【０５４６】
ステップ５：　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝シクロブタノール　トリフルオロアセテート
　出発物質として、３－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－
メチルフェニル］シクロブタノールおよび３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミンを使用し、実施例１３９、ステップ５の手順に従って、この化合物
を調製した。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２０Ｈ２５ＣｌＮ５Ｏ２につい
てのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４０２．２；実測値：４０２．２。
【０５４７】
実施例１６７：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
ル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート）
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【化２８０】

【０５４８】
ステップ１：　１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エ
タノン
　酢酸（１００ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エタ
ノン（５．００ｇ、２５．２ｍｍｏｌ、オークウッド社（Oakwood）製）撹拌溶液に、Ｎ
－ブロモスクシンイミド（４．９３ｇ、２７．７ｍｍｏｌ）を添加し、得られた混合物を
、１００℃で１８時間加熱した。周囲温度まで冷却した後、反応混合物を真空中で濃縮し
、次いで飽和炭酸水素ナトリウムで中和し、不溶性スクシンイミドを、濾過して除去した
。濾液をＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで
乾燥し、次いで、減圧下で乾燥するまで濃縮した。残渣を、ヘキサン中０～５０％ＥｔＯ
Ａｃで溶出する、シリカゲルで精製し、所望の生成物（２．６６ｇ、３８％）を得た。Ｃ

１０Ｈ１１ＢｒＣｌＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２７７．０；
実測値：２７７．０。１Ｈ　ＮＭＲ（ＤＭＳＯ－ｄ６、３００ＭＨｚ）：　δ　７．７０
（１Ｈ、ｓ）、３．７７（３Ｈ、ｓ）、２．５７（３Ｈ、ｓ）、２．５０（３Ｈ、ｓ）ｐ
ｐｍ。
【０５４９】
ステップ２：　１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エ
タノール
　テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．３１ｇ、８．１ｍｍｏｌ）を、メタノール（２５
ｍＬ）中の１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エタノ
ン（１．５ｇ、５．４ｍｍｏｌ）混合物に、０℃で添加し、得られた反応混合物を室温で
１時間撹拌した。溶媒を除去し、得られた残渣を酢酸エチルで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３

、水、ブラインで洗浄し、次いでＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。粗生成物を
、ヘキサン中０～４０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲルクロマトグラフィーにより精
製し、所望の生成物（０．３０ｇ、９０％）を得た。
【０５５０】
ステップ３：　３－ブロモ－１－クロロ－５－（１－クロロエチル）－４－メトキシ－２
－メチルベンゼン
　塩化シアヌル（１．７ｇ、９．２ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（７
１０μＬ、９．２ｍｍｏｌ）混合物を、室温で１０分間撹拌し、次いで塩化メチレン（３
４ｍＬ）中の１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エタ
ノール（実施例１６、ステップ１より）（１．７２ｇ、６．１５ｍｍｏｌ）溶液を添加し
、反応物を室温で一晩撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水
、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。粗生成物を、ヘキサン
中０～１０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製し、所望
の生成物（１．０１ｇ、６０％）を得た。
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【０５５１】
ステップ４：　１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニ
ル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（４ｍＬ）中の３－ブロモ－１－クロロ－５－（１－ク
ロロエチル）－４－メトキシ－２－メチルベンゼン（１５０ｍｇ、０．５０３ｍｍｏｌ）
、３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１１０ｍｇ、０
．７６ｍｍｏｌ、ＡＣＥＳファーマ社（ACES Pharma）製品リスト、品目番号：４７０２
４）、ヨウ化カリウム（９．０ｍｇ、０．０５ｍｍｏｌ）および炭酸セシウム（３３０ｍ
ｇ、１．０ｍｍｏｌ）混合物を、１４０℃で１時間撹拌した。混合物を塩化メチレンで希
釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮
した。粗生成物を、ＣＨ２Ｃｌ２中０～７０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲルクロマ
トグラフィーにより精製し、所望の生成物（１０３ｍｇ、５０％）を得た。Ｃ１６Ｈ１８

ＢｒＣｌＮ５ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４１０．０；実測値：
４１０．２。ラセミ生成物を、流量１８ｍＬ／分、約１３ｍｇ／注入にて、ヘキサン中５
％エタノールで溶出する、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｘ－セルロース１カラム（２１．
１ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン粒径）に供して、２つのエナンチオマーを得た。ピーク１、
保持時間：１２．３５分間；ピーク２、保持時間：１４．９８分間。
【０５５２】
ステップ５：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート）
　アセトニトリル（０．８ｍＬ）／水（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－
クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（２５ｍｇ、０．０６１ｍｍｏｌ）（前のステップ
のキラル分離からの第１ピーク）、Ｎ，Ｎ－ジメチル－５－（４，４，５，５－テトラメ
チル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリジン－２－カルボキサミド（２５
ｍｇ、０．０９１ｍｍｏｌ、ペプテック社（Pep TechCorp.）、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉ
ａ　ｏｆ　Ａｍｉｎｏ　Ａｃｉｄ　Ａｎａｌｏｇｓ　ａｎｄ　Ｂｏｒｏｎｉｃ　Ａｃｉｄ
ｓ、品目番号：ＢＥ１６２２－１）、炭酸ナトリウム（１３ｍｇ、０．１２ｍｍｏｌ）お
よび［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ
）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（９．９ｍｇ、０．０１２ｍｍｏｌ）混合物を、
Ｎ２で脱気し、次いで９５℃で２時間撹拌した。室温まで冷却した後、混合物を濾過し、
ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％
トリフルオロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で濾液を精製し、ビス
－ＴＦＡ塩として、所望の生成物（２．９ｍｇ、６．７％）を得た。生成物を、単一のエ
ナンチオマーとして単離した。Ｃ２４Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）
＋計算値：ｍ／ｚ＝４８０．２；実測値：４８０．２。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、Ｄ
ＭＳＯ－ｄ６）　δ　：８．７８（２Ｈ、ｂｒｓ）、８．４８（１Ｈ、ｍ）、８．３６（
１Ｈ、ｓ）、７．８６（１Ｈ、ｂｒｓ）、７．６５（１Ｈ、ｂｒｓ）、７．５８（１Ｈ、
ｓ）、６．３３（１Ｈ、ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ）、３．１９（３Ｈ、ｓ）、３．０３（３Ｈ
、ｓ）、２．９７（３Ｈ、ｓ）、２．６２（３Ｈ、ｓ）、２．０６（３Ｈ、ｓ）、１．８
１（３Ｈ、ｄ、Ｊ＝７．０Ｈｚ）ｐｐｍ。
【０５５３】
実施例１７４：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
ル）－Ｎ－シクロプロピル－Ｎ－メチルニコチンアミドビス（２，２，２－トリフルオロ
アセテート）
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【化２８１】

【０５５４】
ステップ１：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝ニコチノニトリル
　アセトニトリル（２ｍＬ）／水（０．６ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－クロ
ロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（実施例１６７、ステップ４のキラル分離からの第１ピ
ーク、１０６ｍｇ、０．２５ｍｍｏｌ）、５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３
，２－ジオキサボロラン－２－イル）ニコチノニトリル（７０．ｍｇ、０．３１ｍｍｏｌ
、コンビブロックス社（Combi-Blocks）カタログ、品目番号：ＰＮ－８８９３）、炭酸ナ
トリウム（４３ｍｇ、０．４１ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィ
ノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（３
３ｍｇ、０．０４１ｍｍｏｌ）混合物、をＮ２で脱気し、９５℃で２時間撹拌した。混合
物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で
乾燥し、濾過し、濃縮した。生成物（９５ｍｇ、８７％）を、ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ（
最大、ＭｅＯＨ５％）で溶出するクロマトグラフィーにより精製した。Ｃ２２Ｈ２１Ｃｌ
Ｎ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３４．２；実測値：４３４．
２。
【０５５５】
ステップ２：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
）ニコチン酸二塩酸塩
　水中４．０Ｍの水酸化ナトリウム（０．３ｍＬ、１ｍｍｏｌ）を、エタノール（１．０
ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ニ
コチノニトリル（０．０９０ｇ、０．２１ｍｍｏｌ）混合物に添加し、次いで混合物を９
５℃で６時間加熱した。この時点で、濃塩酸を添加して、ＰＨを約３に調節した。溶媒を
除去し、残渣を、さらに精製することなく、次のステップで使用した。Ｃ２２Ｈ２２Ｃｌ
Ｎ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５３．１；実測値：４５３
．２。
【０５５６】
ステップ３：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ－シクロプロピル－Ｎ－メチルニコチンアミド
　Ｎ－メチルシクロプロパンアミン塩酸塩（４．０ｍｇ、０．０４ｍｍｏｌ）を、ＤＭＦ
（０．７ｍＬ）中の５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル）ニコチン酸二塩酸塩（９．６ｍｇ、０．０２１ｍｍｏｌ）およびＢＯＰ（１０ｍｇ
、０．０３ｍｍｏｌ）溶液に、室温で添加し、その後トリエチルアミン（１３μＬ、０．
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１０ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を１時間撹拌した。生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢ
ｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％トリフルオロ酢酸を含
む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、ビス－ＴＦＡ塩として、所望の
生成物（２．６ｍｇ、１７％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した
。Ｃ２６Ｈ２９ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値Ｃ２６Ｈ２９ＣｌＮ

７Ｏ２：ｍ／ｚ＝５０６．２；実測値：５０６．２。
【０５５７】
実施例１７９：　３－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
ル）－Ｎ－メチルプロパンアミド２，２，２－トリフルオロアセテート
【化２８２】

【０５５８】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６
－メチルフェニル｝プロパノエート
　マイクロ波バイアルに、１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メ
チルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－
アミン（実施例１６７、ステップ４のキラル分離からのピーク１、３５ｍｇ、０．０８５
ｍｍｏｌ）、カリウム（３－ｔｅｒｔ－ブトキシ－３－オキソプロピル）トリフルオロボ
レート（３０．ｍｇ、０．１３ｍｍｏｌ、フロンティアサイエンティフィック社（Fronti
er Scientific）製、品目番号：Ｐ１０３７０）、リン酸カリウム（５４ｍｇ、０．２６
ｍｍｏｌ）およびテトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（９．８ｍｇ
、０．００８５ｍｍｏｌ）およびトルエン（０．７ｍＬ）／水（０．２ｍＬ）を添加した
。バイアルを密封し、Ｎ２で３回脱気した。反応物を、１１０℃で２０時間加熱した。粗
生成物を濾過し、生成物（２０ｍｇ、５０％）を、ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ（最大、Ｍｅ
ＯＨ６％）で溶出する、クロマトグラフィーにより精製した。Ｃ２３Ｈ３１ＣｌＮ５Ｏ３

についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６０．２；実測値：４６０．３。
【０５５９】
ステップ２：　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝プロパン酸トリフルオロアセテート
　ＴＦＡ（０．３ｍＬ、４ｍｍｏｌ）を、塩化メチレン（０．２ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブ
チル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝プロパノ
エート（３５ｍｇ、０．０７６ｍｍｏｌ）溶液に添加し、混合物を室温で２時間撹拌した
。溶媒を除去し、生成物を、さらに精製することなく、次のステップで使用した。Ｃ１９

Ｈ２３ＣｌＮ５Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４０４．１；実測
値：４０４．０
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【０５６０】
ステップ３：　３－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
）－Ｎ－メチルプロパンアミド２，２，２－トリフルオロアセテート
　ＴＨＦ中２．０Ｍのメチルアミン（３０μＬ、０．０６ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルホルムアミド（０．７ｍＬ）中の３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル｝プロパン酸（８．９ｍｇ、０．０２２ｍｍｏｌ）およびＢＯＰ（１
０ｍｇ、０．０３ｍｍｏｌ）溶液に、室温で添加し、その後トリエチルアミン（８．８μ
Ｌ、０．０６４ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を１時間撹拌した。生成物を、ＲＰ－ＨＰ
ＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％トリフルオ
ロ酢酸を含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製し、ＴＦＡ塩として、所望の
生成物を得た（３．２ｍｇ、２７％）。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した
。Ｃ２０Ｈ２６ＣｌＮ６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４１７．
２；実測値：４１７．０。
【０５６１】
実施例１８１：　１－（１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－（１
－メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）フェニル）エチル）－
３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化２８３】

【０５６２】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル４－（４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１
Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキ
シ－６－メチルフェニル｝－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）ピペリジン－１－カルボキシ
レート
　アセトニトリル（２ｍＬ）／水（０．４ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－クロ
ロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（実施例１６７、ステップ４のキラル分離からのピーク
１、４２ｍｇ、０．１ｍｍｏｌ）、ｔｅｒｔ－ブチル４－［４－（４，４，５，５－テト
ラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］
ピペリジン－１－カルボキシレート（４８ｍｇ、０．１３ｍｍｏｌ、コンビブロックス社
（Combi-Blocks）カタログ、品目番号：ＦＭ－２９５７）、炭酸ナトリウム（１８ｍｇ、
０．１７ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジク
ロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（１４ｍｇ、０．０１７ｍ
ｍｏｌ）混合物を、Ｎ２で脱気し、９５℃で２時間撹拌した。混合物を塩化メチレンで希
釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮
した。生成物を、ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ（最大、ＭｅＯＨ５％）で溶出する、クロマト
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グラフィーにより精製した。Ｃ２９Ｈ３８ＣｌＮ８Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋

計算値：ｍ／ｚ＝５８１．２；実測値：５８１．３。
【０５６３】
ステップ２：　１－（１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－（ピペ
リジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）フェニル）エチル）－３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　ＴＦＡ（０．３ｍＬ、４ｍｍｏｌ）を、塩化メチレン（０．２ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブ
チル４－（４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－
１Ｈ－ピラゾール－１－イル）ピペリジン－１－カルボキシレート（３０ｍｇ、０．０５
２ｍｍｏｌ）溶液に、室温で添加し、混合物を１時間撹拌した。粗生成物を、ＲＰ－ＨＰ
ＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモ
ニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、所望の生成物
を得た。Ｃ２４Ｈ３０ＣｌＮ８ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８
１．２；実測値：４８１．１
【０５６４】
ステップ３：　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－［１－（１－
メチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－イル］フェニル｝エチル）－３
－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　水中１２．０Ｍのホルムアルデヒド（０．０１ｍＬ、０．２ｍｍｏｌ）を、塩化メチレ
ン（０．２ｍＬ）中の１－｛－１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１
－ピペリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）フェニル］エチル｝－３－メチ
ル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（８．０ｍｇ、０．０１７ｍ
ｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（０．０１２ｍＬ、０．０６６ｍｍ
ｏｌ）混合物に、０℃で添加した。反応混合物を１０分間撹拌し、この時点で、トリアセ
トキシホウ水素化ナトリウム（５．３ｍｇ、０．０２５ｍｍｏｌ）を添加し、反応物を０
℃で１時間撹拌した。粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３
０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度
勾配で溶出）を使用して精製し、所望の生成物（２．０ｍｇ、２４％）を得た。生成物を
、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２５Ｈ３２ＣｌＮ８ＯについてのＬＣＭＳ（
Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９５．２；実測値：４９５．０
【０５６５】
実施例１８２：　１－（１－｛３－［１－（１－アセチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ
－ピラゾール－４－イル］－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル｝エチル）
－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化２８４】

　塩化アセチル（２．４μＬ、０．０３３ｍｍｏｌ）を、塩化メチレン（０．３ｍＬ）中
の１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－ピペリジン－４－イ
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ル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（８．０ｍｇ、０．０１７ｍｍｏｌ、実施例１８１
、ステップ２からのキラル中間体）およびＮ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（１４μ
Ｌ、０．０８３ｍｍｏｌ）溶液に、０℃で添加し、反応物を室温で１５分間撹拌した。粗
生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、
０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して
精製し、所望の生成物（１．０ｍｇ、７．８％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマ
ーとして単離した。Ｃ２６Ｈ３２ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝５２３．２；実測値：５２３．２。
【０５６６】
実施例１８３：　１－［１－（５－クロロ－３－｛１－［２－（ジメチルアミノ）エチル
］－１Ｈ－ピラゾール－４－イル｝－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３
－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
【化２８５】

【０５６７】
ステップ１：　１－（２－クロロエチル）－４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，
３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール
　アセトニトリル（６ｍＬ）中の４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジ
オキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（０．３９ｇ、２．０ｍｍｏｌ）、１－
ブロモ－２－クロロエタン（０．３ｍＬ、３ｍｍｏｌ）および炭酸セシウム（１．３ｇ、
４．０ｍｍｏｌ）混合物を、７５℃で５時間撹拌した。混合物を酢酸エチルで希釈し、飽
和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮し、生成
物（０．４５ｇ、８８％）を、ヘキサン／ＥｔＯＡｃ（最大、ＥｔＯＡｃ３０％）で溶出
する、クロマトグラフィーで精製した。Ｃ１１Ｈ１９ＢＣｌＮ２Ｏ２についてのＬＣＭＳ
（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２５７．１；実測値：２５７．０
【０５６８】
ステップ２：　Ｎ，Ｎ－ジメチル－２－［４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３
，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］エタンアミン
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．５ｍＬ）中の１－（２－クロロエチル）－４－（
４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピ
ラゾール（０．１０ｇ、０．３９ｍｍｏｌ）、ヨウ化ナトリウム（５８ｍｇ、０．３９ｍ
ｍｏｌ）およびＴＨＦ中２．０Ｍのジメチルアミン（１．０ｍＬ、２．０ｍｍｏｌ）混合
物を、８０℃で一晩撹拌した。溶媒を除去して所望の生成物を得、それを次のステップで
使用した。Ｃ１３Ｈ２５ＢＮ３Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２
６６．２；実測値：２６６．３
【０５６９】
ステップ３：　１－［１－（５－クロロ－３－｛１－［２－（ジメチルアミノ）エチル］
－１Ｈ－ピラゾール－４－イル｝－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－
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メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　アセトニトリル（０．５ｍＬ）／水（０．１ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－
クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（実施例１６７、ステップ４からのピーク１、１０
ｍｇ、０．０２４ｍｍｏｌ）、Ｎ，Ｎ－ジメチル－２－［４－（４，４，５，５－テトラ
メチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］－
エタンアミン（８．６ｍｇ、０．０３６ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（５．２ｍｇ、０．
０４９ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロ
ロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（４．０ｍｇ、０．００４９
ｍｍｏｌ）混合物を、真空にし、Ｎ２で再充填し、９５℃で２時間撹拌した。粗生成物を
、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％
水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、
所望の生成物（３．１ｍｇ、２８％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単
離した。Ｃ２３Ｈ３０ＣｌＮ８ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６
９．２；実測値：４６９．２。
【０５７０】
実施例１８４：　２－［（５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチ
ルフェニル｝ピリジン－２－イル）アミノ］エタノール
【化２８６】

【０５７１】
ステップ１：　１－｛１－［５－クロロ－３－（６－フルオロピリジン－３－イル）－２
－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－４－アミン
　アセトニトリル（１ｍＬ）／水（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－クロ
ロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（実施例１６７、ステップ４からのピーク、２５．０ｍ
ｇ、０．０６ｍｍｏｌ）、２－フルオロ－５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３
，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリジン（２０．ｍｇ、０．０８８ｍｍｏｌ）、炭
酸ナトリウム（１２ｍｇ、０．１２ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホス
フィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）
（９．５ｍｇ、０．０１２ｍｍｏｌ）混合物を、Ｎ２で脱気し、９５℃で２時間撹拌した
。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２Ｓ
Ｏ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。生成物を、ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ（最大、ＭｅＯＨ
５％）で溶出する、クロマトグラフィーにより精製した。Ｃ２１Ｈ２１ＣｌＦＮ６Ｏにつ
いてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２７；実測値：４２７．２。
【０５７２】
ステップ２：　２－［（５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチル
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　１－ブタノール（１ｍＬ）中の１－｛１－［５－クロロ－３－（６－フルオロピリジン
－３－イル）－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１０ｍｇ、０．０２３ｍｍｏｌ）およびエ
タノールアミン（０．１０ｍＬ）混合物を、１３０℃で５時間撹拌した。粗生成物を、Ｒ
Ｐ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸
化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、所望
の生成物（１．６ｍｇ、１５％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離し
た。Ｃ２３Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６８
．２；実測値：４６８．２。
【０５７３】
実施例１８８：　２－（５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチル
フェニル）ピリジン－２－イルオキシ）エタノール

【化２８７】

　水素化ナトリウム（２０ｍｇ、０．５ｍｍｏｌ）を、１，２－エタンジオール（０．５
ｍＬ、９ｍｍｏｌ）に添加し、混合物を室温で１０分間撹拌した。この時点で、１－｛１
－［５－クロロ－３－（６－フルオロピリジン－３－イル）－２－メトキシ－４－メチル
フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミ
ン（１０ｍｇ、０．０２３ｍｍｏｌ）を添加し、次いで反応物を、１１０℃で一晩撹拌し
た。粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量
にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使
用して精製し、所望の生成物（１．８ｍｇ、１７％）を得た。生成物を、単一のエナンチ
オマーとして単離した。Ｃ２３Ｈ２６ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝４６９．２；実測値：４６９．１。
【０５７４】
実施例１８９：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－（２，２－ジフルオロエトキ
シ）－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリ
フルオロアセテート）
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【化２８８】

【０５７５】
ステップ１：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－ヒドロキシ－６－メチルフェニ
ル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミド
　ＣＨ２Ｃｌ２中１．０Ｍの三臭化ホウ素（２５０μＬ、０．２５ｍｍｏｌ）を、塩化メ
チレン（１．２ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチ
ルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（実施例１６７、ステッ
プ５、（第１ピーク）６０ｍｇ、０．１３ｍｍｏｌ）混合物に、－７８℃で添加し、次い
で反応物を室温まで温めた。この時点で、濃塩酸（０．１ｍＬ）を添加し、混合物を４時
間撹拌した。反応物を、飽和ＮａＨＣＯ３の添加によりクエンチした。次いで混合物を、
塩化メチレンで抽出した。合わせた抽出物を、ブラインで洗浄し、乾燥し、濃縮して、所
望の 粗生成物（４０ｍｇ、６８％）を得、それを、さらに精製することなく、次のステ
ップで使用した。Ｃ２３Ｈ２５ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝４６６．２；実測値：４６６．２。
【０５７６】
ステップ２：　５－［３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－（２，２－ジフルオロエトキシ
）－６－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　アゾジカルボン酸ジイソプロピル（１３μＬ、０．０６４ｍｍｏｌ）を、テトラヒドロ
フラン（０．５ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－ヒドロキシ－６－メ
チルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１５．０ｍｇ、０．
０３２２ｍｍｏｌ）、２，２－ジフルオロエタノール（７．９ｍｇ、０．０９６ｍｍｏｌ
、アルファエイサー社（Alfa Aesar）製、品目番号：Ｂ２２２０１）およびトリフェニル
ホスフィン（１７ｍｇ、０．０６４ｍｍｏｌ）混合物に、０℃で添加し、次いで反応物を
室温で２４時間撹拌した。粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム
、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％トリフルオロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の
濃度勾配で溶出）で精製し、ビス－ＴＦＡ塩として、所望の生成物（１．６ｍｇ、６．６
％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２５Ｈ２７ＣｌＦ２Ｎ
７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５３０．２；実測値：５３０．
２
【０５７７】
実施例１９０：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－（シクロプロピルメトキシ）
－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフル
オロアセテート）
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【化２８９】

　アゾジカルボン酸ジイソプロピル（１３μＬ、０．０６４ｍｍｏｌ）を、テトラヒドロ
フラン（０．５ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－ヒドロキシ－６－メ
チルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１５ｍｇ、０．０３
２ｍｍｏｌ、実施例１８９、ステップ１からのキラル中間体）、シクロプロピルカルビノ
ール（７．０ｍｇ、０．０９６ｍｍｏｌ）およびトリフェニルホスフィン（１７ｍｇ、０
．０６４ｍｍｏｌ）混合物に、０℃で添加し、次いで反応物を室温で２４時間撹拌した。
粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて
、０．０５％トリフルオロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製し
、ビス－ＴＦＡ塩として、所望の生成物（２．４ｍｇ、１０％）を得た。生成物を、単一
のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２７Ｈ３１ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５２０．２；実測値：５２０．３。
【０５７８】
実施例１９１：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－メトキシ－６
－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化２９０】

【０５７９】
ステップ１：　１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニ
ル）エチル］－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（８ｍＬ）中の３－ブロモ－１－クロロ－５－（１－ク
ロロエチル）－４－メトキシ－２－メチルベンゼン（０．６０ｇ、２．０ｍｍｏｌ、実施
例１６７、ステップ３より）、３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
４－アミン（５９０ｍｇ、２．２ｍｍｏｌ、アナスペック社（AnaSpec）製）、炭酸セシ
ウム（０．９８ｇ、３．０ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（３０ｍｇ、０．２ｍｍｏｌ
）混合物を、１４０℃で１時間撹拌した。混合物を冷却し、次いで溶媒を完全に除去した
。残渣を、ＣＨ２Ｃｌ２（３０ｍＬ）とともに、室温で２０分間撹拌し、次いで濾過した
。濾液を濃縮し、生成物（０．６５ｇ、６３％）を、ＣＨ２Ｃｌ２／ＥｔＯＡｃ（最大、
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ＥｔＯＡｃ６０％）で溶出するクロマトグラフィーにより精製した。Ｃ１５Ｈ１５ＢｒＣ
ｌＩＮ５ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５２１．９；実測値：５２
１．９。
【０５８０】
ステップ２：　１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニ
ル）エチル］－３－ビニル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　ジクロロ（ビス｛ジ－ｔｅｒｔ－ブチル［４－（ジメチルアミノ）フェニル］ホスホラ
ニル｝）パラジウム（１２ｍｇ、０．０１７ｍｍｏｌ）を、１，４－ジオキサン（１ｍＬ
）および水（０．１ｍＬ）中のビニルボロン酸ＭＩＤＡ（１１０ｍｇ、０．６ｍｍｏｌ、
アルドリッチ社（Aldrich）製、品目番号：７０４４１５）、１－［１－（３－ブロモ－
５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（０．３０ｇ、０．５７ｍｍｏｌ）および炭酸
ナトリウム（０．１４ｇ、１．１ｍｍｏｌ）混合物に添加し、次いで反応物を、Ｎ２で３
回脱気した。反応物を、９５℃で４時間撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和
ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。生成
物を、ＣＨ２Ｃｌ２／ＥｔＯＡｃ（最大、ＥｔＯＡｃ６０％）で溶出する、クロマトグラ
フィーにより精製した。Ｃ１７Ｈ１８ＢｒＣｌＮ５ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝４２２．０；実測値：４２２．２。
【０５８１】
ステップ３：　１－｛４－アミノ－１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ
－４－メチルフェニル）エチル］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－３－イル
｝エタン－１，２－ジオール
　ｔ－ブチルアルコール（２ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メト
キシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－ビニル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリ
ミジン－４－アミン（１００ｍｇ、０．２３６ｍｍｏｌ）溶液に、Ｎ－メチルモルホリン
Ｎ－オキシド（３０．５ｍｇ、０．２６０ｍｍｏｌ）および水（０．７４ｍＬ）を添加し
た。次いで溶液に、オスミウムテトラオキシド水溶液（０．０７５ｍＬ、４％）を添加し
た。３時間後、さらに１当量のＮ－メチルモルホリンＮ－オキシドを添加した。反応物を
、室温で一晩撹拌した。溶液を水で希釈し、酢酸エチルで抽出し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、
濃縮して生成物を得、それを次のステップで直接使用した。Ｃ１７Ｈ２０ＢｒＣｌＮ５Ｏ

３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５６．０；実測値：４５６．０
【０５８２】
ステップ４：　４－アミノ－１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－
メチルフェニル）エチル］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－３－カルバルデ
ヒド
　テトラヒドロフラン（１．６ｍＬ）／水（１．０ｍＬ）中の１－｛４－アミノ－１－［
１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－３－イル｝エタン－１，２－ジオール（０．１０ｇ
、０．２２ｍｍｏｌ）溶液に、酢酸（０．００３２ｍＬ、０．０５７ｍｍｏｌ）および過
ヨウ素酸ナトリウム（０．１４０ｇ、０．６５７ｍｍｏｌ）を、０℃で添加した。２時間
撹拌した後、反応混合物を水で希釈し、酢酸エチルで抽出した。合わせた有機層をブライ
ンで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮して、所望の粗生成物を得、それを次のステップ
で直接使用した。Ｃ１６Ｈ１６ＢｒＣｌＮ５Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝４２４．０；実測値：４２３．９
【０５８３】
ステップ５：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ホルミル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
ル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　アセトニトリル（０．３ｍＬ）／エタノール（０．１ｍＬ）／水（０．１ｍＬ）中の４
－アミノ－１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）
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エチル］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－３－カルバルデヒド（２０ｍｇ、
０．０４７ｍｍｏｌ）、｛６－［（ジメチルアミノ）カルボニル］ピリジン－３－イル｝
ボロン酸（２３ｍｇ、０．１２ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（１０ｍｇ、０．０９４ｍｍ
ｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウ
ム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（７．７ｍｇ、０．００９４ｍｍｏｌ）
混合物を、Ｎ２で脱気し、次いで９５℃で３時間撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈
し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮し
た。生成物を、ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ（最大、ＭｅＯＨ６％）で溶出する、クロマトグ
ラフィーにより精製した。Ｃ２４Ｈ２５ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝４９４．２；実測値：４９４．１
【０５８４】
ステップ６：　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－メトキシ－６－
メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　０℃に冷却した塩化メチレン（０．５ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミノ－３－
ホルミル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ
－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミ
ド（０．０１５ｇ、０．０３０ｍｍｏｌ）溶液に、ジエチルアミノ硫黄三フッ化物（０．
０２０ｍＬ、０．１５ｍｍｏｌ）を滴加した。混合物を室温で一晩撹拌した。粗生成物を
、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％
水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、
所望の生成物（１．７ｍｇ、１１％）を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。
Ｃ２４Ｈ２５ＣｌＦ２Ｎ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１６
．２；実測値：５１６．２。
【０５８５】
実施例１９２：　１－［１－（５－クロロ－３－シクロプロピル－２－メトキシ－４－メ
チルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－
アミン

【化２９１】

　マイクロ波バイアルに、１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－メトキシ－４－メ
チルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－
アミン（１５ｍｇ、０．０３７ｍｍｏｌ、実施例１６７、ステップ４からのピーク１より
）、シクロプロピルトリフルオロホウ酸カリウム（８ｍｇ、０．０６ｍｍｏｌ、フロンテ
ィアサイエンティフィック社（Frontier Scientific）製、品目番号：Ｃ１０２９８）、
リン酸カリウム（２３ｍｇ、０．１１ｍｍｏｌ）、およびテトラキス（トリフェニルホス
フィン）パラジウム（４．２ｍｇ、０．００３６ｍｍｏｌ）、次いでトルエン（０．３ｍ
Ｌ）／水（０．１ｍＬ）を添加した。バイアルを密封し、Ｎ２で３回脱気した。反応物を
、１１０℃で２０時間加熱した。粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８
カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル
／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、所望の生成物（１．１ｍｇ、８％）を得た。
生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ１９Ｈ２３ＣｌＮ５ＯについてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３７２．２；実測値：３７２．２。
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【０５８６】
実施例１９４：　｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝
アセトニトリル
【化２９２】

　ジメチルスルホキシド（０．８ｍＬ）／水（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ
－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（３０ｍｇ、０．０７３ｍｍｏｌ）（実施例
１６７、ステップ４からのピーク１）、４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，
２－ジオキサボロラン－２－イル）イソオキサゾール（０．０１８ｇ、０．０９５ｍｍｏ
ｌ、コンビブロックス社（Combi-Blocks）カタログ、品目番号：ＰＮ－８８７５）、フッ
化カリウム（１３ｍｇ、０．２２ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフ
ィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（
１２ｍｇ、０．０１５ｍｍｏｌ）混合物を、Ｎ２で脱気し、次いで１３０℃で１６時間撹
拌した。粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の
流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）
を使用して精製し、所望の生成物（２．４ｍｇ、９％）を得た。生成物を、単一のエナン
チオマーとして単離した。Ｃ１８Ｈ２０ＣｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝３７１．１；実測値：３７１．１。
【０５８７】
実施例１９５：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニ
ル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート）
【化２９３】

【０５８８】
ステップ１：　１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エ
タノン
　丸底フラスコ中に、無水ＤＭＦ（２２．８ｍＬ）中の１－（３－ブロモ－５－クロロ－
２－ヒドロキシ－４－メチルフェニル）エタノン（６．０ｇ、２３ｍｍｏｌ）を入れた。
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次いで炭酸カリウム（６．３ｇ、４６ｍｍｏｌ）を添加し、その後ヨードエタン（２．７
３ｍＬ、３４．２ｍｍｏｌ）を添加した。得られた懸濁液を、６０℃で２時間撹拌した。
混合物を１００ｍＬの水中に注ぎ入れ、２００ｍＬのエチルエーテルで抽出した。有機層
を分離し、合わせ、水および飽和ＮａＣｌ溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、
濾過し、濃縮して、６．０ｇの黄褐色の油を得た。Ｃ１１Ｈ１３ＢｒＣｌＯ２についての
ＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２９３．０；実測値：２９３．０
【０５８９】
ステップ２：　１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エ
タノール
　テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．３１ｇ、８．１ｍｍｏｌ）を、メタノール（２５
ｍＬ）中の１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エタノ
ン（１．５ｇ、５．４ｍｍｏｌ）混合物に、０℃で添加し、得られた反応混合物を、室温
で１時間撹拌した。溶媒を除去し、得られた残渣を酢酸エチルで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ

３、水、ブラインで洗浄し、次いでＮａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。粗生成物
を、ヘキサン中０～３０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲルクロマトグラフィーにより
精製した（０．３０ｇ、９０％）。
【０５９０】
ステップ３：　３－ブロモ－１－クロロ－５－（１－クロロエチル）－４－エトキシ－２
－メチルベンゼン
　塩化シアヌル（１．７ｇ、９．２ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（７
１０μＬ、９．２ｍｍｏｌ）混合物を、室温で１０分間撹拌し、次いで塩化メチレン（３
４ｍＬ）中の１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エタ
ノール（１．７２ｇ、６．１５ｍｍｏｌ）溶液を添加し、反応物を室温で一晩撹拌した。
混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ

４で乾燥し、濾過し、濃縮した。粗生成物を、ヘキサン中０～１０％ＥｔＯＡｃで溶出す
る、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製した（１．０１ｇ、６０％）。
【０５９１】
ステップ４：　１－（１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニ
ル）エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（４ｍＬ）中の３－ブロモ－１－クロロ－５－（１－ク
ロロエチル）－４－エトキシ－２－メチルベンゼン（１５０ｍｇ、０．５０ｍｍｏｌ）、
３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１１０ｍｇ、０．
７６ｍｍｏｌ）、ヨウ化カリウム（９ｍｇ、０．０５ｍｍｏｌ）および炭酸セシウム（３
３０ｍｇ、１．０ｍｍｏｌ）混合物を、１４０℃で１時間撹拌した。混合物を塩化メチレ
ンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し
、濃縮した。粗生成物を、ＣＨ２Ｃｌ２中０～７０％ＥｔＯＡｃで溶出する、シリカゲル
クロマトグラフィーにより精製した（１０３ｍｇ、５０％）。Ｃ１７Ｈ２０ＢｒＣｌＮ５

ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２３．１；実測値：４２３．０。
ラセミ生成物を、流量１８ｍＬ／分、約１３ｍｇ／注入にて、ヘキサン中４％エタノール
で溶出する、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｘ－セルロース１カラム（２１．１ｘ２５０ｍ
ｍ、５ミクロン粒径）に供して、２つのエナンチオマーを得た。ピーク１、保持時間：８
．６４分間；ピーク２、保持時間：１０．６４分間
【０５９２】
ステップ５：　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート）
　アセトニトリル（０．８ｍＬ）／水（０．３ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－
クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（２５ｍｇ、０．０６１ｍｍｏｌ）（前のステップ
のキラル分離からの第１ピーク）、Ｎ，Ｎ－ジメチル－５－（４，４，５，５－テトラメ
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チル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリジン－２－カルボキサミド（２５
ｍｇ、０．０９ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（１３ｍｇ、０．１２ｍｍｏｌ）および［１
，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジク
ロロメタンとの錯体（１：１）（９．９ｍｇ、０．０１２ｍｍｏｌ）混合物を、Ｎ２で脱
気し、次いで、９５℃で２時間撹拌した。室温まで冷却した後、混合物を濾過し、ＲＰ－
ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％トリフ
ルオロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で濾液を精製し、ビス－ＴＦ
Ａ塩として、所望の生成物を得た（２．３ｍｇ、５％）。生成物を、単一のエナンチオマ
ーとして単離した。Ｃ２５Ｈ２９ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝４９４．２；実測値：４９４．２。
【０５９３】
実施例２００：　４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
ル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート）

【化２９４】

【０５９４】
ステップ１：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝ピリジン－２－カルボニトリル
　アセトニトリル（５ｍＬ）／水（２ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－
２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン（実施例１６７、ステップ４からのピーク１、３２２ｍｇ、
０．７６ｍｍｏｌ）、４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロ
ラン－２－イル）ピリジン－２－カルボニトリル（２１０ｍｇ、０．９１ｍｍｏｌ、コン
ビブロックス社（Combi-Blocks）カタログ、品目番号：ＰＮ－０１４３）、炭酸ナトリウ
ム（１３０ｍｇ、１．２ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フ
ェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（９９ｍｇ
、０．１２ｍｍｏｌ）混合物を、Ｎ２で脱気し、反応物を９５℃で２時間撹拌した。混合
物を塩化メチレンで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で
乾燥し、濾過し、濃縮した。生成物（０．２８ｇ、８５％）を、ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ
（最大、ＭｅＯＨ６％）で溶出する、クロマトグラフィーにより精製した。Ｃ２２Ｈ２１

ＣｌＮ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３４．１；実測値：４３
４．１
【０５９５】
ステップ２：　４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
）ピコリン酸二塩酸塩
　１．０Ｍ水酸化ナトリウム（２．９ｍＬ、２．９ｍｍｏｌ）を、エタノール（４．０ｍ
Ｌ）中の４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ピリ
ジン－２－カルボニトリル（０．２５０ｇ、０．５７６ｍｍｏｌ）混合物に添加し、得ら
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れた混合物を９５℃で６時間加熱した。この時点で、濃塩酸を添加して、ｐＨを約３に調
節した。溶媒を除去し、残渣を、さらに精製することなく、次のステップで使用した。Ｃ

２２Ｈ２２ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５３．１；
実測値：４５３．２。
【０５９６】
ステップ３：　４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート）
　ＴＨＦ中２．０Ｍのジメチルアミン（２．０ｍＬ、４．０ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルホルムアミド（４ｍＬ）中の４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６
－メチルフェニル｝ピリジン－２－カルボン酸（２５０ｍｇ、０．５５２ｍｍｏｌ）およ
びベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウムヘキサフ
ルオロホスフェート（３７０ｍｇ、０．８３ｍｍｏｌ）溶液に、０℃で添加し、その後ト
リエチルアミン（０．２３ｍＬ、１．６ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を１時間撹拌した
。未精製の混合物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の
流量にて、０．０５％トリフルオロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）
で精製して、ビス－ＴＦＡ塩として、所望の生成物を得た。生成物を、単一のエナンチオ
マーとして単離した。Ｃ２４Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝４８０．２；実測値：４８０．２。１Ｈ　ＮＭＲ（ＤＭＳＯ－ｄ６、５００Ｍ
Ｈｚ）　δ　８．６７（ｂｒｓ、１Ｈ）、８．３６（ｓ、１Ｈ）、７．５８（ｓ、１Ｈ）
、７．４１（ｍ、２Ｈ）、６．３２（ｑ、２Ｈ）、３．２０（ｓ、３Ｈ）、３．００（ｓ
、３Ｈ）、２．９４（ｓ、３Ｈ）、２．６２（ｓ、３Ｈ）、２．０３（ｓ、３Ｈ）、１．
８０（ｄ、３Ｈ）ｐｐｍ。
【０５９７】
実施例２０３：　２－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチル
フェニル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）アセトアミド

【化２９５】

【０５９８】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル［４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－
ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］アセテート
　ＴＨＦ中１．０Ｍのカリウムｔｅｒｔ－ブトキシド（２．４ｍＬ、２．４ｍｍｏｌ）を
、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（６．０ｍＬ）中の４－（４，４，５，５－テトラメチ
ル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（０．３９ｇ、２．
０ｍｍｏｌ）溶液に、０℃で添加した。反応混合物を、室温で５分間撹拌した。０℃まで
冷却した後、混合物にｔ－ブチルブロモアセテ－ト（０．５ｍＬ、３ｍｍｏｌ）を添加し
た。反応物を室温で２時間撹拌し、次いで酢酸エチルで希釈し、飽和ＮａＨＣＯ３、水、
ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。生成物（０．５ｇ、８１
％）を、ヘキサン／ＥｔＯＡｃ（最大ＥｔＯＡｃ３０％）で溶出する、クロマトグラフィ
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ーにより精製した。Ｃ１５Ｈ２６ＢＮ２Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝３０９．２；実測値：３０９．１
【０５９９】
ステップ２：　ｔｅｒｔ－ブチル（４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－
６－メチルフェニル｝－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）アセテート
　アセトニトリル（３ｍＬ）／水（０．７ｍＬ）中の１－［１－（３－ブロモ－５－クロ
ロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（７０ｍｇ、０．１６ｍｍｏｌ）（実施例１９５、ステ
ップ４からの第１ピーク）、ｔｅｒｔ－ブチル［４－（４，４，５，５－テトラメチル－
１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］アセテート
（６５ｍｇ、０．２１ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（３０．ｍｇ、０．２８ｍｍｏｌ）お
よび［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ
）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（２３ｍｇ、０．０２８ｍｍｏｌ）混合物を、Ｎ

２で脱気し、次いで９５℃で２時間撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽和Ｎａ
ＨＣＯ３、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮した。生成物（
６５ｍｇ、７８％）を、ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ（最大、ＭｅＯＨ５％）で溶出する、ク
ロマトグラフィーにより精製した。Ｃ２６Ｈ３３ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５２６．２；実測値：５２６．３。
【０６００】
ステップ３：　（４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニ
ル｝－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）酢酸ビストリフルオロアセテート
　トリフルオロ酢酸（０．５ｍＬ）を、塩化メチレン（０．５ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチ
ル（４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－１Ｈ－
ピラゾール－１－イル）アセテート（０．０６５ｇ、０．１２ｍｍｏｌ）溶液に添加した
。反応物を室温で４時間撹拌した。溶媒を除去して粗生成物を得、それを次のステップで
使用した。Ｃ２２Ｈ２５ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
４７０．２；実測値：４７０．１
【０６０１】
ステップ４：　２－（４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフ
ェニル｝－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）アセトアミド
　アンモニウムカルボネート（２０ｍｇ、０．２１ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホル
ムアミド（０．７ｍＬ）中の（４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－
メチルフェニル｝－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）酢酸ビストリフルオロアセテート（１
０ｍｇ、０．０２１ｍｍｏｌ）およびベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメ
チルアミノ）ホスホニウムヘキサフルオロホスフェート（１０ｍｇ、０．０３ｍｍｏｌ）
溶液に、室温で添加し、その後トリエチルアミン（８．８μＬ、０．０６４ｍｍｏｌ）を
添加した。反応物を１時間撹拌した。粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ
１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニト
リル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、所望の生成物（２．５ｍｇ、２５％）を
得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２２Ｈ２６ＣｌＮ８Ｏ２につ
いてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６９．２；実測値：４６９．２。
【０６０２】
実施例２０８：　６－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニ
ル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルニコチンアミドビス（トリフルオロアセテート）
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【化２９６】

【０６０３】
ステップ１：　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－４－メチル－３－（４，４，５
，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）フェニル］エチル｝－
３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　１－［１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル］
－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（０．０５０ｇ、
０．１２ｍｍｏｌ、実施例１９５、ステップ４からのピーク１）を、マイクロ波バイアル
中、ジメチルスルホキシド（０．４４ｍＬ）中の酢酸カリウム（０．０３５ｇ、０．３５
ｍｍｏｌ）および４，４，５，５，４’，４’，５’，５’－オクタメチル－［２，２’
］ビ［［１，３，２］ジオキサボロラニル］（０．０６０ｇ、０．２４ｍｍｏｌ）と、室
温にて合わせた。これを窒素で脱気し、次いで［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ
）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（０．
０１ｇ、０．０１ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を油浴中、１０５℃まで一晩加熱した。
これを放冷し、次いで酢酸エチル中に取り込み、水、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウ
ムで乾燥し、濃縮した。生成物（１５ｍｇ、２０％）を、ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ（最大
、ＭｅＯＨ１０％）で溶出する、クロマトグラフィーにより精製した。Ｃ２３Ｈ３２ＢＣ
ｌＮ５Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７２．２；実測値：４７
２．３。
【０６０４】
ステップ２：　６－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルニコチンアミドビス（トリフルオロアセテート）
　アセトニトリル（０．９ｍＬ）／水（０．２ｍＬ）中の１－｛１－［５－クロロ－２－
エトキシ－４－メチル－３－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボ
ロラン－２－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン（１５ｍｇ、０．０３２ｍｍｏｌ）、６－クロロ－Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルニコチンアミド（１２ｍｇ、０．０６４ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（９．０ｍｇ、０
．０８５ｍｍｏｌ）および［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジク
ロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（６．９ｍｇ、０．００８
５ｍｍｏｌ）混合物を、Ｎ２で脱気し、次いで９５℃で一晩撹拌した。粗生成物を、ＲＰ
－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．０５％トリ
フルオロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、ＴＦＡ
塩として、所望の生成物（２ｍｇ、９％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとし
て単離した。Ｃ２５Ｈ２９ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝４９４．２；実測値：４９４．２。
【０６０５】
実施例２０９：　５－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－４－メトキシ－２－メチル－３－（１－メチル－１Ｈ
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－ピラゾール－４－イル）ベンゾニトリル
【化２９７】

　予備形成された触媒（０．０５ｍＬ、実施例４０より）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトア
ミド（０．３ｍＬ）中の１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１
－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（７．７ｍｇ、０．０１９ｍｍｏｌ）、亜鉛
（０．５４ｍｇ、０．００８２ｍｍｏｌ）およびシアン化亜鉛（２．２ｍｇ、０．０１９
ｍｍｏｌ）混合物に添加した。混合物を、窒素で３回脱気した。反応物を、１２０℃で１
．５時間加熱した。粗生成物を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０
ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾
配で溶出）を使用して精製し、所望の生成物（２．１ｍｇ、２７％）を得た。生成物を、
単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２１Ｈ２３Ｎ８ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝４０３．２；実測値：４０３．２。
【０６０６】
実施例２１１：　３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルベンゾニトリ
ル
【化２９８】

　Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルエチレンジアミン（１０μＬ、０．０７ｍｍｏｌ）
、シアン化亜鉛（３ｍｇ、０．０３ｍｍｏｌ）、トリス（ジベンジリデンアセトン）二パ
ラジウム（０）（０．９ｍｇ、０．００１ｍｍｏｌ）および（９，９－ジメチル－９Ｈ－
キサンテン－４，５－ジイル）ビス（ジフェニルホスフィン）（２ｍｇ、０．００３ｍｍ
ｏｌ）を、マイクロ波管中のＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．５ｍＬ）中の、１－［
１－（３－ブロモ－５－クロロ－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メ
チル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１４ｍｇ、０．０３３ｍ
ｍｏｌ、実施例１９５、ステップ４からのピーク１）溶液に、順次添加した。管を密封し
て脱気し、Ｎ２で３回再充填し、次いでマイクロ波照射下、１６０℃で４００秒間加熱し
た。混合物を冷却し、濾過し、未精製の濾液を、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１
８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリ
ル／水の濃度勾配で溶出）を使用して精製し、所望の生成物（２．４ｍｇ、２０％）を得
た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ１８Ｈ２０ＣｌＮ６Ｏについて
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３７１．１；実測値：３７１．２。
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【０６０７】
　実施例６９、７０、７５、７８、９７、９８、１００、１０３、１０６、１０７、１０
９、１１１、１１２、１１４、１１６、１１９、１２０、１２２～１２４、１３２、１３
５、１４２～１４８、１５１、１５３～１５５、１５７、１６０、１６２、１６８～１７
３、１７５～１７８、１８０、１８５～１８７、１９３、１９６～１９９、２０１、２０
２、２０４～２０７、および２１０の化合物の実験手順を、表１および２に要約する。
【０６０８】
【表１】
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【表２】

【０６０９】
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【表３】
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【表４】

【０６１０】
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【表５】
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【表６】

【０６１１】
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【表１９】

１記載される化合物の実験手順に従って合成した；
２化合物をラセミ混合物として単離した；
３化合物を単一のエナンチオマーとして単離した；
４化合物をジアステレオマー混合物として単離した；
５化合物を単一のジアステレオマーとして単離した。
【０６１８】
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【表２３】

１記載される化合物の実験手順に従って合成した；
２化合物をラセミ混合物として単離した；
４化合物をジアステレオマー混合物として単離した。
【０６２０】
分析データ
　実施例６９、７０、７５、７８、９７、９８、１００、１０２～１３８、１４２～１４
８、１５１、１５３～１５５、１５７、１６０、１６２、１６８～１７３、１７５～１７
８、１８０、１８５～１８７、１９３、１９６～１９９、２０１、２０２、２０４～２０
７、および２１０の化合物の１Ｈ　ＮＭＲデータ（Ｖａｒｉａｎ　Ｉｎｏｖａ５００分光
計、Ｍｅｒｃｕｒｙ４００分光計、またはＶａｒｉａｎ（もしくはＭｅｒｃｕｒｙ）３０
０分光計）およびＬＣＭＳ質量スペクトルデータ（ＭＳ）を、以下の表３に示す。
【０６２１】
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【表２７】

【０６２４】
実施例２１２：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－３－エトキ
シベンゾニトリル

【化２９９】

【０６２５】
ステップ１：　１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－ヨードフェニル）
エタノン
　出発物質として、ヨードメタンの代りにヨードエタンを使用し、実施例１３、ステップ
３の手順に従ってラセミ中間体を形成して、所望の化合物を、収率９０％で調製した。１

Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）　δ　７．６８（ｄ、Ｊ＝８．３Ｈｚ、１Ｈ）
、３．９４（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、２Ｈ）、２．６１（ｓ、３Ｈ）、１．４８（ｔ、Ｊ＝
７．０Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ１０Ｈ１０ＣｌＦＩＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝３４２．９，３４４．９；実測値：３４２．９，３４４．８。
【０６２６】
ステップ２：　４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－ヨードベンゾニトリル
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（８０ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２－エトキシ－４
－フルオロ－３－ヨードフェニル）エタノン（７．３ｇ、２１ｍｍｏｌ）溶液を、シアン
化カリウム（２．１ｇ、３２ｍｍｏｌ）で処理し、４０℃で５時間撹拌した。反応混合物
を酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム溶液／水（１：１）中に注ぎ入れた。有
機層を分離し、飽和炭酸水素ナトリウム溶液で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過
し、濃縮して、未精製の褐色の油を得た。粗物質を、ヘキサン中酢酸エチル（０％～３０
％）を使用するフラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製して、黄色固体の所望の
生成物（６．１ｇ、８１％）を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）　δ　
７．５７（ｓ、１Ｈ）、３．９３（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、２Ｈ）、２．６１（ｓ、３Ｈ）
、１．４７（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ１１Ｈ１０ＣｌＩＮＯ２についてのＬＣＭ
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Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３４９．９；実測値：３４９．９。
【０６２７】
ステップ３：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５－クロロ－６－シアノ－２－エ
トキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　亜鉛（４．６０ｇ、７０．３ｍｍｏｌ）および炉乾燥されたセライト（８７０ｍｇ）を
フラスコに添加し、フラスコを高真空下、ヒートガンで５分間加熱し、次いで窒素を再充
填した。Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（５７ｍＬ）、その後１，２－ジブロモエタン（
４３０μＬ、５．０ｍｍｏｌ）を添加し、混合物を７０℃で１０分間加熱し、次いで室温
まで冷却した。反応混合物を、クロロトリメチルシラン（６３０μＬ、５．０ｍｍｏｌ）
で液滴処理し、室温で１時間撹拌した。反応混合物を、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（
２８ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－ヨードアゼチジン－１－カルボキシレート（１８ｇ
、６２ｍｍｏｌ）溶液で液滴処理し（内部温度を、水浴で４０℃より低く維持）、４０℃
で２時間加熱した。亜鉛－ヨード試薬（カニューレにより移した）を、プラスチックフィ
ルタ（大気への暴露を避けるために適切に密封された）を通して、清潔な、乾燥したフラ
スコ中に直接濾過し、それを窒素で洗い流した。反応混合物を、トリス（ジベンジリデン
アセトン）二パラジウム（０）（７２０ｍｇ、０．７９ｍｍｏｌ）およびトリ－（２－フ
リル）ホスフィン（３７０ｍｇ、１．６ｍｍｏｌ）で処理し、窒素で数分間脱気した。反
応混合物を、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（１３０ｍＬ）（窒素で脱気）中の４－アセ
チル－６－クロロ－３－エトキシ－２－ヨードベンゾニトリル（１４ｇ、４１ｍｍｏｌ）
溶液で素早く処理し、７０℃で２時間加熱した。反応混合物を、飽和塩化アンモニウム溶
液中に注ぎ入れ、酢酸エチルで抽出した（３ｘ３００ｍＬ）。合わせた有機抽出物を水（
４ｘ５００ｍＬ）およびブライン（１ｘ５００ｍＬ）で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥
し、濾過し、濃縮して、未精製の暗色の油を得た。粗物質を、ヘキサン中酢酸エチル（５
％～４５％）を使用する、フラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製して、所望の
生成物（１４ｇ、８８％）を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）　δ7．
４６（ｓ、１Ｈ）、４．４２－４．２０（ｍ、５Ｈ）、３．８０（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、
２Ｈ）、２．５９（ｓ、３Ｈ）、１．４４（ｓ、９Ｈ）、１．３７（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ
、３Ｈ）。Ｃ１５Ｈ１６ＣｌＮ２Ｏ４についてのＬＣＭＳ（［Ｍ－（ｔ－Ｂｕ）＋Ｈ］＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２３．１；実測値：３２３．０。
【０６２８】
ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－２－シアノ－６－エトキシ－５－（
１－ヒドロキシエチル）フェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート
　液テトラヒドロフラン（１００ｍＬ）中の（３ａＳ）－１－メチル－３，３－ジフェニ
ルテトラヒドロ－３Ｈ－ピロロ［１，２－ｃ］［１，３，２］オキサザボロール（９．７
ｇ、３５ｍｍｏｌ）溶を、テトラヒロフラン中１．０Ｍのボラン－ＴＨＦ錯体（４２ｍＬ
、４２ｍｍｏｌ）で処理し、２０℃で１５分間撹拌した。反応混合物を－３０℃まで冷却
し、テトラヒドロフラン（１１０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５－
クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート（１３
ｇ、３５ｍｍｏｌ）溶液でゆっくりと処理した。出発物質ケトンを含んだフラスコを、追
加のテトラヒドロフラン（２０ｍＬ）で漱ぎ、反応混合物に添加した。反応混合物を、０
℃まで３０分間にわたり温め、０℃で１５分間撹拌した。反応混合物を０℃にて、水でク
エンチし、飽和炭酸水素ナトリウム溶液中に注ぎ入れ、酢酸エチルで抽出した。水層を分
離し、酢酸エチルで抽出した。合わせた有機層を水およびブラインで洗浄し、硫酸マグネ
シウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製の暗色の油を得た。粗物質を、ヘキサン中酢
酸エチル（０％～７０％）を使用する、フラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製
し、エナンチオマーの９８：２混合物として、黄色泡状の所望の生成物（１０．４ｇ、７
８％）を得た（保持時間＝７．７３分間および９．４１分間；ＣｈｉｒａｌＰａｋ　ＡＤ
－Ｈカラム、４．６ｘ１５０ｍｍ、５ミクロン粒径、１ｍｌ／分にて、ヘキサン中５％エ
タノールで溶出）。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）　δ　７．５６（ｓ、１
Ｈ）、５．１５－５．０７（ｍ、１Ｈ）、４．４１－４．１７（ｍ、５Ｈ）、３．７４（



(256) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、２Ｈ）、２．１２（ｄ、Ｊ＝３．７Ｈｚ、１Ｈ）、１．４９－１．
３７（ｍ、１５Ｈ）。Ｃ１５Ｈ１８ＣｌＮ２Ｏ４についてのＬＣＭＳ（［Ｍ－（ｔ－Ｂｕ
）＋Ｈ］＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２５．１；実測値：３２５．１。
【０６２９】
ステップ５：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－
エトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　塩化メチレン（２６０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－２－シアノ－６
－エトキシ－５－（１－ヒドロキシエチル）フェニル］アゼチジン－１－カルボキシレー
ト（ステップ４からの、９８：２エナンチオマー混合物）（１０ｇ、２７ｍｍｏｌ）溶液
を、０℃にて、トリエチルアミン（１１ｍＬ、８２ｍｍｏｌ）で処理し、その後メタンス
ルホン酸無水物（７．１ｇ、４１ｍｍｏｌ）で処理し、０℃で１５分間撹拌した。反応混
合物をジクロロメタンで希釈し、水およびブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し
、濾過し、濃縮して、未精製のメシレートを得、それを、さらに精製することなく使用し
た。Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１４０ｍＬ）中の未精製のメシレート中間体溶液を
、炭酸セシウム（１３ｇ、４１ｍｍｏｌ）および３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン（４．７ｇ、３１ｍｍｏｌ）で処理し、６０℃で１時間加熱
した。反応混合物を水で希釈し、酢酸エチルで抽出した（３ｘ２５０ｍＬ）。合わせた有
機層を水およびブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、未精
製の油を得た。粗物質を、フラッシュカラムクロマトグラフィー（３％メタノールを含む
１００％ジクロロメタン～７０％アセトニトリル／３０％ジクロロメタン）により精製し
、９５：５エナンチオマー混合物として、黄色泡状の所望の生成物（８．７ｇ、６２％、
２段階にて）を得た（保持時間＝４．２９分間および６．００分間；Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅ
ｘ　ＬｕｘセルロースＣ－１カラム、４．６ｘ１５０ｍｍ、５ミクロン粒径、１ｍｌ／分
にて、ヘキサン中１５％エタノールで溶出）。この物質を、キラルＨＰＬＣ（Ｐｈｅｎｏ
ｍｅｎｅｘ　ＬｕｘセルロースＣ－１カラム、２１．２ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン粒径、
１０ｍｌ／分にてヘキサン中１５％エタノールで溶出する）により分離して、７．０ｇの
所望のピーク１材料（保持時間：８．２０分間）を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、
ＣＤＣｌ３）　δ　８．２４（ｓ、１Ｈ）、７．５１（ｓ、１Ｈ）、６．３２（ｑ、Ｊ＝
７．１Ｈｚ、１Ｈ）、５．４８（ｂｒｓ、２Ｈ）、４．４０－４．１８（ｍ、５Ｈ）、４
．０５－３．９３（ｍ、１Ｈ）、３．８１－３．６５（ｍ、１Ｈ）、２．６４（ｓ、３Ｈ
）、１．８１（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、１．４８（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、
１．４３（ｓ、９Ｈ）。Ｃ２５Ｈ３１ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝５１２．２；実測値：５１２．３。
【０６３０】
ステップ６：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－３－エトキシ
ベンゾニトリル
　塩化メチレン（１１ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－
メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－
６－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（ステップ５か
らのピーク１、エナンチオマー）（２．２ｇ、４．２ｍｍｏｌ）溶液を、トリフルオロ酢
酸（１１ｍＬ）で液滴処理し、室温で３０分間撹拌した。反応混合物を油状になるまで濃
縮し、エタノール（２ｘ）から再濃縮して、残渣を得た。この物質を最小量のメタノー中
に溶解し、氷冷された飽和炭酸水素ナトリウム溶液（１００ｍｌ）に滴加し、２：１ジク
ロロメタン／イソプロパノールで数回抽出して、所望の生成物（１．８ｇ、定量的な）を
得、それをさらに精製することなく使用した。少量の所望の生成物を、分取ＬＣＭＳ（Ｘ
Ｂｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを
含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物を得た。生成
物を、単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－
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ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．４７（ｓ、１Ｈ）、６．２３（ｑ、Ｊ＝７．０
Ｈｚ、１Ｈ）、４．３７－４．２６（ｍ、１Ｈ）、３．９１－３．６１（ｍ、６Ｈ）、２
．５４（ｓ、３Ｈ）、１．７１（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、１．３２（ｔ、Ｊ＝７．
０Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２０Ｈ２３ＣｌＮ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／
ｚ＝４１２．２；実測値：４１２．１。
【０６３１】
実施例２１３：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（１－メチルアゼチ
ジン－３－イル）ベンゾニトリル
【化３００】

　メタノール（７．３ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロ
ロ－３－エトキシベンゾニトリル（実施例２１２、ステップ６のキラル中間体）（０．３
０ｇ、０．７３ｍｍｏｌ）溶液を、ホルムアルデヒド（水中３７％）（０．５４ｍＬ、７
．３ｍｍｏｌ）で処理し、これを室温で５分間撹拌した。反応混合物を、シアノホウ水素
化ナトリウム（０．０９２ｇ、１．５ｍｍｏｌ）で処理し、室温で２時間撹拌した。反応
混合物をメタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ
／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶
出）により精製して、所望の生成物（０．１６ｇ、５０％）を得た。生成物を、単一のエ
ナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８
．１１（ｓ、１Ｈ）、７．４８（ｓ、１Ｈ）、６．２７－６．１８（ｍ、１Ｈ）、４．１
０－３．９８（ｍ、１Ｈ）、３．９６－３．８６（ｍ、２Ｈ）、３．８３－３．７４（ｍ
、１Ｈ）、３．７２－３．６４（ｍ、１Ｈ）、３．１０－２．９８（ｍ、２Ｈ）、２．５
４（ｓ、３Ｈ）、２．２０（ｓ、３Ｈ）、１．７１（ｄ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）、１．
３２（ｔ、Ｊ＝６．７Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２１Ｈ２５ＣｌＮ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２６．２；実測値：４２６．２。
【０６３２】
実施例２１９：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロ
キシエチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル
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【化３０１】

　テトラヒドロフラン（１４ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６
－クロロ－３－エトキシベンゾニトリル（３００ｍｇ、０．７４ｍｍｏｌ、実施例２１２
からのキラル中間体）溶液を、トリエチルアミン（２６０μＬ、１．８ｍｍｏｌ）、その
後２－ブロモエタノール（６３μＬ、０．８９ｍｍｏｌ）で液滴処理し、６０℃で６時間
撹拌した。反応混合物を追加の２－ブロモエタノール（２６μＬ、０．３７ｍｍｏｌ）で
処理し、６０℃でさらに６時間撹拌した。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム溶液中に
注ぎ入れ、酢酸エチルで抽出した。有機層を濃縮し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ
１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含むアセトニトリ
ル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物（０．１５ｇ、４４％）を得た
。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭ
ＳＯ－ｄ６）　δ　８．１９（ｓ、１Ｈ）、７．５６（ｓ、１Ｈ）、６．３６－６．２５
（ｍ、１Ｈ）、４．４８（ｂｒｓ、１Ｈ）、４．１９－４．０７（ｍ、１Ｈ）、４．０４
－３．９４（ｍ、２Ｈ）、３．９１－３．８２（ｍ、１Ｈ）、３．８１－３．７２（ｍ、
１Ｈ）、３．２０－３．０８（ｍ、２Ｈ）、２．６２（ｓ、２Ｈ）、２．５７（ｓ、３Ｈ
）、１．７９（ｄ、Ｊ＝６．８Ｈｚ、３Ｈ）、１．４０（ｔ、Ｊ＝６．６Ｈｚ、３Ｈ）。
Ｃ２２Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５６．２
；実測値：４５６．１。
【０６３３】
実施例２２０：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－｛１－［（２Ｓ）－
２－ヒドロキシプロピル］アゼチジン－３－イル｝ベンゾニトリル
【化３０２】

　エタノール（１．７ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロ
ロ－３－エトキシベンゾニトリル（５０ｍｇ、０．１２ｍｍｏｌ、実施例２１２からのキ
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ラル中間体）溶液を、（Ｓ）－（－）－メチルオキシラン（２１μＬ、０．３０ｍｍｏｌ
）で処理し、マイクロ波中、１２５℃で１５分間加熱した。反応混合物をメタノールで希
釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１
％水酸化アンモニウムを含むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所
望の生成物（２７ｍｇ、４７％）を得た。生成物を、単一のジアステレオマーとして単離
した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７
．４８（ｓ、１Ｈ）、６．２３（ｑ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、１Ｈ）、４．３５（ｄ、Ｊ＝４．
５Ｈｚ、１Ｈ）、４．１３－３．９９（ｍ、１Ｈ）、３．９７－３．８８（ｍ、２Ｈ）、
３．８５－３．６３（ｍ、２Ｈ）、３．６１－３．５１（ｍ、１Ｈ）、３．１５－２．９
９（ｍ、２Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、２．２８（ｄ、Ｊ＝５．９Ｈｚ、２Ｈ）、１．
７１（ｄ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、１．３２（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）、１．００
（ｄ、Ｊ＝６．２Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２３Ｈ２９ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７０．２；実測値：４７０．２。
【０６３４】
実施例２３６：　ｔｅｒｔ－ブチル２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シア
ノ－２－エトキシフェニル｝アゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパノエート
【化３０３】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（４。６ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチ
ル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－
３－イル－６－クロロ－３－エトキシベンゾニトリル（０．３８ｇ、０．９２ｍｍｏｌ、
実施例２１２からのキラル中間体）溶液を、炭酸カリウム（０．５１ｇ、３．７ｍｍｏｌ
）、その後ｔｅｒｔ－ブチル２－ブロモ－２－プロパノエート（０．８６ｍＬ、４．６ｍ
ｍｏｌ）で処理し、６０℃で３時間加熱した。反応混合物を水中に注ぎ入れ、酢酸エチル
で抽出した。有機層を分離し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製の
油を得た。粗物質を、ジクロロメタン中メタノール（０％～１０％）を使用する、フラッ
シュカラムクロマトグラフィーにより精製して、所望の生成物（０．４３ｇ、８３％）を
得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、
ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１０（ｓ、１Ｈ）、７．４４（ｓ、１Ｈ）、６．２２（ｑ、
Ｊ＝６．８Ｈｚ、１Ｈ）、４．１２－３．９７（ｍ、１Ｈ）、３．８８－３．７０（ｍ、
４Ｈ）、３．６２－３．４８（ｍ、２Ｈ）、２．５４（ｓ、３Ｈ）、１．７０（ｄ、Ｊ＝
７．０Ｈｚ、３Ｈ）、１．３３（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）、１．１７（ｓ、９Ｈ）、
１．０５（ｓ、６Ｈ）。Ｃ２８Ｈ３７ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝５５４．３；実測値：５５４．３。
【０６３５】
実施例２３７：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロ
キシ－１，１－ジメチルエチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル
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【化３０４】

【０６３６】
ステップ１：　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフ
ェニル｝アゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパン酸ビス（トリフルオロアセテート
）
　ｔｅｒｔ－ブチル２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキ
シフェニル｝アゼチジン－１－イル）－２－プロパノエート（０．３６ｇ、０．６５ｍｍ
ｏｌ、実施例２３６からのキラル中間体）を、トリフルオロ酢酸（３．２ｍＬ）／水（０
．０６５ｍＬ）の予め混合した溶液中に溶解し、室温で３時間、および５０℃で３０分間
撹拌した。反応混合物を濃縮し、アセトニトリルから再濃縮して（２ｘ）、ゴム状の所望
の生成物を得た。このゴム状物質を少量のメチル－ｔｅｒｔ－ブチルエーテルで処理し、
それを、固体が形成するまで回した。メチル－ｔｅｒｔ－ブチルエーテルをデカントし、
残渣を濃縮して、所望の生成物（０．５１ｇ、１０９％）を得、それをさらに精製するこ
となく使用した。Ｃ２４Ｈ２９ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝４９８．２；実測値：４９８．３。
【０６３７】
ステップ２：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキ
シ－１，１－ジメチルエチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル
　テトラヒドロフラン（０．９ｍＬ）中の２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メ
チル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６
－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパン酸ビス
（トリフルオロアセテート）（０．１０ｇ、０．１６ｍｍｏｌ）溶液を、－２５℃まで冷
却し、４－メチルモルホリン（０．０７２ｍＬ、０．６５ｍｍｏｌ）およびイソブチルク
ロロホルメート（０．０８５ｍＬ、０．６５ｍｍｏｌ）で処理し、－１５℃で１５分間撹
拌した。反応混合物を、使い捨てのフィルタカートリッジを通して、別の丸底フラスコ中
に濾過た。ついでこの溶液を、－２０℃まで冷却し、最小量の水中のテトラヒドロホウ酸
ナトリウム（０．０３１ｇ、０．８２ｍｍｏｌ）溶液を滴加した。反応混合物を、－１５
℃で３０分間撹拌し、水中に注ぎ入れ、酢酸エチルで抽出した。有機層を分離し、濃縮し
た、メタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分
の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出
）により精製して、所望の生成物（３．５ｍｇ、４％）を得た。生成物を、単一のエナン
チオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１
１（ｓ、１Ｈ）、７．５０（ｓ、１Ｈ）、７．３５（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２３（ｑ、Ｊ
＝６．７Ｈｚ、１Ｈ）、４．４４－４．３５（ｍ、１Ｈ）、４．０４－３．８８（ｍ、１
Ｈ）、３．８６－３．７３（ｍ、１Ｈ）、３．７２－３．５７（ｍ、３Ｈ）、３．１２（
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ｄ、Ｊ＝４．７Ｈｚ、２Ｈ）、２．５４（ｓ、３Ｈ）、１．７１（ｄ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、
３Ｈ）、１．３１（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）、０．８０（ｓ、６Ｈ）。Ｃ２４Ｈ３１

ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８４．２；実測値：４
８４．２。
【０６３８】
実施例２３９：　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシ
フェニル｝アゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパンアミド
【化３０５】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１ｍＬ）中の２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－
３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロ
ロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパン
酸ビス（トリフルオロアセテート）（０．０５ｇ、０．０６９ｍｍｏｌ、実施例２３７、
ステップ１からのキラル中間体）およびエタノール中２．０Ｍのアンモニア（０．１７ｍ
Ｌ、０．３４ｍｍｏｌ）溶液を、トリエチルアミン（０．０４８ｍＬ、０．３５ｍｍｏｌ
）およびベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチルアミノ）ホスホニウムヘ
キサフルオロホスフェート（０．０４６ｇ、０．１０ｍｍｏｌ）で処理し、室温で１時間
撹拌した。反応混合物を数滴のでクエンチし、メタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢ
ｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含
むアセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物（２５ｍｇ、７
３％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００
ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．５１（ｓ、１Ｈ）、７．２
３（ｓ、１Ｈ）、６．９８（ｓ、１Ｈ）、６．２３（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．
０９－３．９６（ｍ、１Ｈ）、３．８４－３．６１（ｍ、４Ｈ）、３．３９－３．３４（
ｍ、１Ｈ）、３．３２－３．２８（ｍ、１Ｈ）、２．５４（ｓ、３Ｈ）、１．７１（ｄ、
Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、１．３１（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）、１．０２（ｓ、６Ｈ
）。Ｃ２４Ｈ３０ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９７
．２；実測値：４９７．３。
【０６３９】
実施例２４７：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロ
キシ－２－メチルプロパノイル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル
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【化３０６】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．５４ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メ
チル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン
－３－イル－６－クロロ－３－エトキシベンゾニトリル（０．０４ｇ、０．０９７ｍｍｏ
ｌ、実施例２１２からのキラル中間体）およびプロパン酸，２－ヒドロキシ－２－メチル
－（０．０１２ｇ、０．１２ｍｍｏｌ）溶液を、トリエチルアミン（０．０３４ｍＬ、０
．２４ｍｍｏｌ）で処理し、その後Ｏ－（ベンゾトリアゾール－１－イル）－Ｎ，Ｎ，Ｎ
’，Ｎ’－テトラメチルウロニウムヘキサフルオロホスフェート（０．０４８ｇ、０．１
３ｍｍｏｌ）で処理し、室温で３０分間撹拌した。反応混合物をメタノールおよびアセト
ニトリルで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、流量６０ｍＬ／分に
て、０．１％水酸化アンモニウムを含む、メタノール／水の濃度勾配により溶出）により
精製して、所望の生成物（７ｍｇ、１４％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーと
して単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１
Ｈ）、７．５４（ｄ、Ｊ＝４．５Ｈｚ、１Ｈ）、６．２５（ｑ、Ｊ＝７．２Ｈｚ、１Ｈ）
、５．０８（ｓ、１Ｈ）、４．８８－４．７７（ｍ、１Ｈ）、４．７３－４．６０（ｍ、
１Ｈ）、４．５０－４．３５（ｍ、１Ｈ）、４．２９－４．０９（ｍ、２Ｈ）、３．８５
－３．７３（ｍ、２Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、１．７３（ｄ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ
）、１．３７（ｔ、Ｊ＝６．３Ｈｚ、３Ｈ）、１．２６（ｓ、３Ｈ）、１．２２（ｓ、３
Ｈ）。Ｃ２４Ｈ２９ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９
８．２；実測値：４９８．２。
【０６４０】
実施例２６１：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－３－メトキ
シベンゾニトリル

【化３０７】

【０６４１】
ステップ１：　４－アセチル－６－クロロ－２－ヨード－３－メトキシベンゾニトリル
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　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２００ｍＬ）中の１－（５－クロロ－４－フルオロ－
３－ヨード－２－メトキシフェニル）エタノン（実施例１３、ステップ３からの中間体）
（１８ｇ、５４ｍｍｏｌ）溶液を、シアン化カリウム（５．２ｇ、８１ｍｍｏｌ）で処理
し、４０℃で６時間撹拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウ
ム溶液／水（１：１）中に注ぎ入れた。有機層を分離し、飽和炭酸水素ナトリウム溶液で
洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製の褐色の油を得た。粗物
質を、ヘキサン中酢酸エチル（０％～３０％）を使用する、フラッシュカラムクロマトグ
ラフィーにより精製し、黄色固体の所望の生成物（１１ｇ、６１％）を得た。１Ｈ　ＮＭ
Ｒ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）　δ　７．６０（ｓ、１Ｈ）、３．８１（ｓ、３Ｈ）、
２．６２（ｓ、３Ｈ）。Ｃ１０Ｈ８ＣｌＩＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝３３５．９；実測値：３３５．９。
【０６４２】
ステップ２：　ｔｅｒｔ－ブチル　３－（３－アセチル－５－クロロ－６－シアノ－２－
メトキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
亜鉛（５．０ｇ、７７ｍｍｏｌ）および炉乾燥されたセライト（５２０ｍｇ）を、フラス
コに添加し、フラスコを、高真空下、ヒートガンで５分間加熱し、次いで窒素を再充填し
た。Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（５３ｍＬ）、その後１，２－ジブロモエタン（４０
０μＬ、４．６ｍｍｏｌ）を添加し、混合物を７０℃で１５分間加熱し、次いで室温まで
冷却した。反応混合物を、クロロトリメチルシラン（５８０μＬ、４．６ｍｍｏｌ）で液
滴処理し、室温で１時間撹拌した。反応混合物を、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（２６
ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－ヨードアゼチジン－１－カルボキシレート（１６ｇ、５
８ｍｍｏｌ）溶液で液滴処理し（内部温度を、水浴で４０℃よりも低く維持）および４０
℃で２時間加熱した。亜鉛－ヨード試薬（カニューレにより移した）を、プラスチックフ
ィルタ（大気への暴露を避けるために適切に密封された）を通して、清潔な、乾燥したフ
ラスコ中に直接濾過し、それを窒素で洗い流した。反応混合物を、トリス（ジベンジリデ
ンアセトン）二パラジウム（０）（６７０ｍｇ、０．７３ｍｍｏｌ）およびトリ－（２－
フリル）ホスフィン（３４０ｍｇ、１．５ｍｍｏｌ）で処理し、窒素で数分間脱気した。
反応混合物を、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（１２０ｍＬ）中の４－アセチル－６－ク
ロロ－２－ヨード－３－メトキシベンゾニトリル（１３ｇ、３９ｍｍｏｌ）溶液（窒素で
脱気）で素早く処理し、７０℃で２時間加熱した。反応混合物を、飽和塩化アンモニウム
溶液中に注ぎ入れ、酢酸エチルで抽出した（３ｘ３００ｍＬ）。合わせた有機抽出物を水
（４ｘ５００ｍＬ）およびブライン（１ｘ５００ｍＬ）で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾
燥し、濾過し、濃縮して、未精製の暗色の油を得た。粗物質を、ヘキサン中酢酸エチル（
５％～４０％）を使用する、フラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製して、所望
の生成物（１２ｇ、８５％）を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　
δ　７．７９（ｓ、１Ｈ）、４．３９－４．２９（ｍ、１Ｈ）、４．２８－４．１１（ｍ
、４Ｈ）、３．６８（ｓ、３Ｈ）、２．５８（ｓ、３Ｈ）、１．３８　（ｓ、９Ｈ）。
【０６４３】
ステップ３：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－２－シアノ－５－（１－ヒドロキシ
エチル）－６－メトキシフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート
　テトラヒドロフラン（４６ｍＬ）中の（３ａＳ）－１－メチル－３，３－ジフェニルテ
トラヒドロ－３Ｈ－ピロロ［１，２－ｃ］［１，３，２］オキサザボロール（４．３ｇ、
１６ｍｍｏｌ）溶液を、テトラヒロフラン中１．０Ｍのボラン－ＴＨＦ錯体（１９ｍＬ、
１９ｍｍｏｌ）で処理し、２０℃で１５分間撹拌した。反応混合物を－３０℃まで冷却し
、テトラヒドロフラン（４９ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５－クロ
ロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート（５．７ｇ
、１６ｍｍｏｌ）溶液でゆっくりと処理した。出発物質ケトンを含んだフラスコを、追加
のテトラヒドロフラン（９ｍＬ）ですすぎ、反応混合物に添加した。添加完了後、反応物
の温度は－２０℃であった。反応混合物を、－５℃まで３０分間に渡り温めた。反応混合
物を０℃にて水でクエンチし、飽和炭酸水素ナトリウム溶液中に注ぎ入れ、酢酸エチルで
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抽出した。水層を分離し、酢酸エチルで抽出した。合わせた有機層を水およびブラインで
洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製の暗色の油を得た。粗物
質を、ヘキサン中酢酸エチル中（０％～１００％）を使用する、フラッシュカラムクロマ
トグラフィーにより精製し、エナンチオマーの９７：３混合物として、ベージュ泡状の所
望の生成物（５．５ｇ、９７％）を得た（保持時間＝１２．１９分間および１３．１８分
間；Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＬｕｘセルロースＣ－２カラム、４．６ｘ１５０ｍｍ、５ミ
クロン粒径、１ｍｌ／分にて、ヘキサン中８％エタノールで溶出）。１Ｈ　ＮＭＲ（４０
０ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　７．６２（ｓ、１Ｈ）、５．４８（ｄ、Ｊ＝４．６Ｈ
ｚ、１Ｈ）、５．００－４．９０（ｍ、１Ｈ）、４．４３－４．３１（ｍ、１Ｈ）、４．
３０－４．１０（ｍ、４Ｈ）、３．６６（ｓ、３Ｈ）、１．３８（ｓ、９Ｈ）、１．２９
（ｄ、Ｊ＝６．４Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ１４Ｈ１６ＣｌＮ２Ｏ４についてのＬＣＭＳ（［Ｍ－
（ｔ－Ｂｕ）＋Ｈ］＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３１１．１；実測値：３１１．１。
【０６４４】
ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－
メトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　塩化メチレン（２２０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－２－シアノ－５
－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレー
ト（８．６ｇ、２３ｍｍｏｌ）（ステップ３からの、エナンチオマーの９７：３混合物）
溶液を、０℃にて、トリエチルアミン（８．２ｍＬ、５９ｍｍｏｌ）、その後メタンスル
ホン酸無水物（６．１ｇ、３５ｍｍｏｌ）で処理し、０℃で１５分間撹拌した。反応混合
物をジクロロメタンで希釈し、水およびブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、
濾過し、濃縮して、未精製のメシレートを得、それをさらに精製することなく使用した。
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（８２ｍＬ）中の未精製のメシレート中間体溶液を、０℃
まで冷却し、水素化ナトリウム（１．２ｇ、３０ｍｍｏｌ）（鉱物油中６０％）で処理し
、０℃で３０分間撹拌した。反応混合物を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１７０ｍＬ
）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－クロロ－２－シアノ－６－メトキシ－５－｛１－［（
メチルスルホニル）オキシ］エチル｝フェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート（１
１ｇ、２４ｍｍｏｌ）溶液で、１０分間に渡り液滴処理し、０℃で３０分間撹拌し、およ
び５０℃で１時間加熱した。反応混合物を水および飽和炭酸水素ナトリウム溶液で希釈し
、酢酸エチルで抽出した（３ｘ２００ｍＬ）。合わせた有機抽出物を、水（４ｘ１５０ｍ
Ｌ）およびブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製の
油を得た。粗物質を、フラッシュカラムクロマトグラフィー（２％メタノール／９８％ジ
クロロメタン～７％メタノール／９３％ジクロロメタン［ジクロロメタンは０．５％トリ
エチルアミンを含んだ］）により精製し、エナンチオマーの９：１混合物として、所望の
生成物（９．１ｇ、７７％、２段階にて）を得た。この物質を、キラルＨＰＬＣ（保持時
間＝５．８１分間および８．９４分間；Ｃｈｉｒａｃｅｌ　ＡＤ－Ｈカラム、２０ｘ２５
０ｍｍ、５ミクロン粒径、１８ｍｌ／分、１０ｍｇ／注入にて、ヘキサン中１０％エタノ
ールで溶出）により分離して、６．９ｇの所望のピーク１の物質を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（
４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．５２（ｓ、１Ｈ）、
６．２５（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．４５－４．３３（ｍ、１Ｈ）、４．２７－
４．１３（ｍ、４Ｈ）、３．７０（ｓ、３Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、１．７３（ｄ、
Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、１．３７（ｓ、９Ｈ）。Ｃ２０Ｈ２１ＣｌＮ７Ｏ３についての
ＬＣＭＳ（［Ｍ－（ｔ－Ｂｕ）＋Ｈ］＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４２．１；実測値：４
４２．１。
【０６４５】
ステップ５：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－３－メトキシ
ベンゾニトリル
　塩化メチレン（３０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－
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メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－
６－シアノ－２－メトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（１．７ｇ、３
．３ｍｍｏｌ）溶液を、トリフルオロ酢酸（２０ｍＬ）で処理し、室温で２０分間撹拌し
た。反応混合物を濃縮して残渣を得、それをメタノール（５０ｍＬ）および飽和炭酸水素
ナトリウム溶液（５０ｍＬ）で希釈した。この水溶液をブライン（５０ｍＬ）で希釈し、
ジクロロメタン／イソプロパノールの５：１混合物で抽出した（５ｘ１００ｍＬ）。合わ
せた有機抽出物を、硫酸ナトリウムで乾燥し、濃縮して、所望の生成物（１．４ｇ、９７
％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００Ｍ
Ｈｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．４６（ｓ、１Ｈ）、７．３４
（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２４（ｑ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、１Ｈ）、４．４０－４．２６（ｍ、
１Ｈ）、３．９０－３．６８（ｍ、４Ｈ）、３．６３（ｓ、３Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ
）、１．７２（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ１９Ｈ２１ＣｌＮ７ＯについてのＬＣＭ
Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３９８．１；実測値：３９８．１。
【０６４６】
実施例２６２：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－（１－メチルアゼチ
ジン－３－イル）ベンゾニトリル
【化３０８】

　メタノール（３ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－
３－メトキシベンゾニトリル（実施例２６１からのキラル中間体）（５０ｍｇ、０．１３
ｍｍｏｌ）溶液を、シアノホウ水素化ナトリウム（２０ｍｇ、０．３１ｍｍｏｌ）、その
後ホルムアルデヒド（水中３７％）（３７μＬ、０．５０ｍｍｏｌ）で処理し、室温で２
０分間撹拌した。反応混合物を酢酸（１７０μＬ、２．９ｍｍｏｌ）でクエンチし、メタ
ノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量に
て、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により
精製して、所望の生成物（３０ｍｇ、５８％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマー
として単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、
１Ｈ）、７．４６（ｓ、１Ｈ）、７．３７（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２３（ｑ、Ｊ＝７．０
Ｈｚ、１Ｈ）、４．１０－３．９６（ｍ、１Ｈ）、３．９５－３．８５（ｍ、２Ｈ）、３
．６３（ｓ、３Ｈ）、３．０５－２．９４（ｍ、２Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、２．１
８（ｓ、３Ｈ）、１．７２（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２０Ｈ２３ＣｌＮ７Ｏにつ
いてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４１２．２；実測値：４１２．１。
【０６４７】
実施例２６８：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（２－ヒドロキシエチル）ア
ゼチジン－３－イル］－３－メトキシベンゾニトリル
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【化３０９】

　テトラヒドロフラン（１４ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６
－クロロ－３－メトキシベンゾニトリル（実施例２６１からのキラル中間体）（４００ｍ
ｇ、１．０ｍｍｏｌ）溶液を、トリエチルアミン（３５０μＬ、２．５ｍｍｏｌ）および
２－ブロモエタノール（８５μＬ、１．２ｍｍｏｌ）で処理し、６０℃で一晩撹拌した。
反応混合物を濃縮し、メタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラ
ム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水
の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物（０．１４ｇ、３１％）を得た。生成
物を、単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－
ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．４６（ｓ、１Ｈ）、６．２４（ｑ、Ｊ＝６．９
Ｈｚ、１Ｈ）、４．４１（ｔ、Ｊ＝５．４Ｈｚ、１Ｈ）、４．１２－４．０３（ｍ、１Ｈ
）、３．９７－３．８８（ｍ、２Ｈ）、３．６４（ｓ、３Ｈ）、３．３８－３．３４（ｍ
、２Ｈ）、３．０９－３．０１（ｍ、２Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、２．４１（ｔ、Ｊ
＝５．９Ｈｚ、２Ｈ）、１．７２（ｄ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２１Ｈ２５ＣｌＮ７

Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４２．２；実測値：４４２．２
。
【０６４８】
　実施例２６８および２６９の化合物を、実施例２６１の同一のキラル中間体から合成し
た。実施例２６９の結晶構造決定によれば、エタン－１，１－ジイル基の１位の炭素での
立体化学はＳである。実施例２６８の化合物が、実施例２６９と同一のキラル中間体から
合成されたため、実施例２６８のエタン－１，１－ジイル基の１－位の炭素もまたＳ－立
体配置であることを、当業者は予想するであろう。従って、実施例２６８の化合物は、（
Ｓ）－４－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－１－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（２－ヒドロキシエチル）アゼチジン－
３－イル）－３－メトキシベンゾニトリルであると考えられる。
【０６４９】
実施例２６９：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－２－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシ
プロピル］アゼチジン－３－イル｝－３－メトキシベンゾニトリル
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【化３１０】

　エタノール（１３０ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロ
ロ－３－メトキシベンゾニトリル（実施例２６１からのキラル中間体）（２．５ｇ、６．
３ｍｍｏｌ）溶液を、（Ｓ）－（－）－メチルオキシラン（１．１ｍＬ、１６ｍｍｏｌ）
で処理し、マイクロ波中、１２０℃で２５分間加熱した。反応混合物を濃縮して残渣を得
、それを、ジクロロメタン中メタノール（０％～１０％；メタノールは、０．５％トリエ
チルアミンを含んだ）を使用する、フラッシュカラムクロマトグラフィー、および分取Ｌ
ＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アン
モニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物
（０．７６ｇ、２６％）を得た。生成物を、単一のジアステレオマーとして単離した。１

Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．４６（
ｓ、１Ｈ）、７．３４（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２３（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．
３５（ｂｒｓ、１Ｈ）、４．１４－３．９９（ｍ、１Ｈ）、３．９８－３．８７（ｍ、２
Ｈ）、３．６４（ｓ、３Ｈ）、３．６０－３．５２（ｍ、１Ｈ）、３．１３－２．９９（
ｍ、２Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、２．２８（ｄ、Ｊ＝５．９Ｈｚ、２Ｈ）、１．７５
－１．６９（ｍ、３Ｈ）、１．００（ｄ、Ｊ＝６．２Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２２Ｈ２７ＣｌＮ

７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５６．２；実測値：４５６．
２。
【０６５０】
実施例２６９の化合物の結晶構造決定
Ｃ２２、Ｈ２６、Ｎ７、Ｏ２、ＣＬ１＋Ｈ２Ｏ
　結晶データ：Ｃ２２Ｈ２８ＣｌＦ０Ｎ７Ｏ３、ＡＣＮ／水からの、無色針状結晶、約０
．５００ｘ０．０７０ｘ０．０５０ｍｍ、単斜晶、Ｃ２、ａ＝２５．９４１（７）Å、ｂ
＝４．９７６７（１３）Å、ｃ＝１７．７８７（５）Å、ベータ＝１０１．９６７（４）
o、Ｖｏｌ＝２２４６．３（１０）Å３、Ｚ＝４、Ｔ＝－１００．℃、式量＝４７３．９
６、密度＝１．４０１ｇ／ｃｍ３、μ（Ｍｏ）＝０．２１ｍｍ－１

【０６５１】
　データ収集：ブルカー社（Bruker）製　ＳＭＡＲＴ　ＡＰＥＸ－ＩＩＣＣＤシステム、
ＭｏＫａｌｐｈａ線、標準焦点管、陽極出力＝５０ｋＶｘ４２ｍＡ、結晶からプレートま
での距離＝５．０ｃｍ、５１２ｘ５１２画素／フレーム、ビーム中心＝（２５６．１３、
２５３．１４）、フレーム総数＝７０４、振動／フレーム＝０．５０°、露光／フレーム
＝１２０．１秒／フレーム、ＳＡＩＮＴ統合、ｈｋｌ分／最大＝（－２７、３４、－６、
６、－２３、１１）、ｓｈｅｌｘへのデータ入力＝７５７８、特有データ＝５１８６、２
θ測角範囲＝３．２０～５６．７４°、２θ測角範囲５６．７４に対する完全性＝９９．
７０％、Ｒ（ｉｎｔ－ｘｌ）＝０．０３３１、ＳＡＤＡＢＳ補正を適用。
【０６５２】
　解法および精密化：ＸＳ（Ｓｈｅｌｘｔｌ）を使用して構造を決定し、ｓｈｅｌｘｔｌ
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化、国際結晶学データ集Ｃ巻（Int. Tab. Vol C）の表４．２．６．８および６．１．１
．４からの散乱因子、データ数＝５１８６、制約条件数＝２、パラメータ数＝３１３、デ
ータ／パラメータ比＝１６．５７、Ｆ２の適応度＝１．０２、Ｒ指数［Ｉ＞４シグマ（Ｉ
）］Ｒ１＝０．０５２４、ｗＲ２＝０．１０３３、Ｒ指数（全データ）Ｒ１＝０．０８２
６、ｗＲ２＝０．１１６２、ピークおよびホールの最大差＝０．２９４および－０．２２
１ｅ／Å３、精密化されたフラックパラメータ＝０．０５（８）、ＮＨ２を除く水素原子
および水の水素のすべてを、ライディングモデル（riding model）を使用して、理想化し
た。
【０６５３】
　結果：熱振動楕円体を確率５０％で描画した図１に示す通り、非対称単位には、１つの
分子および１つの水分子が含まれる。予想された構造が確認される。Ｃ２１での既知のＳ
立体配置に基づいて、絶対配置を決定する。Ｃ７での立体配置は、Ｓであると決定される
。フラックパラメータは、正確な立体配置をも確認する。結晶構造に基づき、実施例２６
９の化合物は、４－（（Ｓ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（（Ｓ）－２－ヒドロ
キシプロピル）アゼチジン－３－イル）－３－メトキシベンゾニトリルであると考えられ
る。結晶構造を、図１に示す。
【０６５４】
表Ａ１：原子配置（ｘ１０＾４）および当量等方性変位（equivalent isotropic displac
ement parameter）パラメータ（Ａ＾２ｘ１０＾３。Ｕ（ｅｑ）は、直交したＵｉｊテン
ソルのトレースの３分の１と定義される。
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【表２８】

【０６５５】
表Ａ２：結合の長さ［Ａ］および角度［度］
【表２９】
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【表３０】
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【表３１】

【０６５６】
表Ａ３：異方性変位パラメータ（Ａ＾２ｘ１０＾３）。異方性変位因子指数（anisotropi
c displacement factor exponent）は次の形態をとる：－２ｐｉ＾２［ｈ＾２ａ＊＾２Ｕ
１１＋．．．＋２ｈｋａ＊ｂ＊Ｕ１２］

【表３２】

【０６５７】
表Ａ４：水素配置（ｘ１０＾４）および等方性変位パラメータ（Ａ＾２ｘ１０＾３）
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【表３３】

【０６５８】
表Ａ５：ねじれ角［度］

【表３４】
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【表３５】

【０６５９】
実施例２７２および２７３：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（２－ヒドロキ
シ－１－メチルエチル）アゼチジン－３－イル］－３－メトキシベンゾニトリルのジアス
テレオマー
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【化３１１】

　メタノール（２ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－
３－メトキシベンゾニトリル（４０ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ）溶液を、シアノホウ水素化
ナトリウム（１６ｍｇ、０．２５ｍｍｏｌ）、その後アセトール（２８μＬ、０．４０ｍ
ｍｏｌ）で処理し、室温で１時間撹拌した。反応混合物を酢酸（１００μＬ、１．８ｍｍ
ｏｌ）でクエンチし、メタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラ
ム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水
の濃度勾配で溶出）により精製して、ジアステレオマーの混合物として、所望の生成物を
得た。このジアステレオマーの混合物を、キラルＨＰＬＣ（ＲＴ＝３．７０分間および６
．５８分間；Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＬｕｘセルロースＣ－４カラム、２１．２ｘ２５０
ｍｍ、５ミクロン粒径、１８ｍｌ／分、５ｍｇ／注入にて、ヘキサン中２０％エタノール
で溶出）により分離して、所望のピーク１異性体（化合物２７２）（１９ｍｇ、４１％）
およびピーク２異性体（化合物２７３）（２３ｍｇ、５０％）を得た。ピーク１：１Ｈ　
ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．４７（ｓ、
１Ｈ）、７．３４（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２４（ｑ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、１Ｈ）、４．４３
（ｔ、Ｊ＝５．２Ｈｚ、１Ｈ）、４．０７－３．８２（ｍ、３Ｈ）、３．６４（ｓ、３Ｈ
）、３．３１－３．２４（ｍ、１Ｈ）、３．１７－３．０６（ｍ、２Ｈ）、３．０６－２
．９７（ｍ、１Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、２．２１－２．１１（ｍ、１Ｈ）、１．７
２（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、０．８１（ｄ、Ｊ＝６．３Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２２Ｈ２

７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５６．２；実測値：
４５６．２。ピーク２：１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１
（ｓ、１Ｈ）、７．４７（ｓ、１Ｈ）、７．３５（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２４（ｑ、Ｊ＝
７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．４３（ｔ、Ｊ＝５．５Ｈｚ、１Ｈ）、４．０６－３．９１（ｍ
、２Ｈ）、３．８９－３．７９（ｍ、１Ｈ）、３．６４（ｓ、３Ｈ）、３．３０－３．２
４（ｍ、１Ｈ）、３．１５－３．００（ｍ、３Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、２．２１－
２．１０（ｍ、１Ｈ）、１．７２（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、０．８２（ｄ、Ｊ＝６
．２Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２２Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝４５６．２；実測値：４５６．２。
【０６６０】
実施例２８１：　２－（１－アセチルアゼチジン－３－イル）－４－［１－（４－アミノ
－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－ク
ロロ－３－メトキシベンゾニトリル
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【化３１２】

　テトラヒドロフラン（２ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－
クロロ－３－メトキシベンゾニトリル（実施例２６１からのキラル中間体）（６０ｍｇ、
０．１５ｍｍｏｌ）溶液を、０℃にて、トリエチルアミン（５３μＬ、０．３８ｍｍｏｌ
）、その後塩化アセチル（１３μＬ、０．１８ｍｍｏｌ）で処理し、２０℃で一晩撹拌し
た。反応混合物をメタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、
６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃
度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物（３９ｍｇ、５９％）を得た。生成物を、
単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）
　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．５２（ｄ、Ｊ＝２．５Ｈｚ、１Ｈ）、７．３６（ｂｒ
ｓ、２Ｈ）、６．２６（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．５７－４．３６（ｍ、３Ｈ）
、４．３０－４．２１（ｍ、１Ｈ）、４．１８－４．０８（ｍ、１Ｈ）、３．７１（ｄ、
Ｊ＝３．１Ｈｚ、３Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、１．７８－１．７１（ｍ、６Ｈ）。Ｃ

２１Ｈ２３ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４０．２；
実測値：４４０．１。
【０６６１】
実施例２８５：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－［１－（メチルスル
ホニル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル

【化３１３】

　ジクロロメタン（１ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロ
ロ－３－メトキシベンゾニトリル（実施例２６１からのキラル中間体）（４０ｍｇ、０．
１０ｍｍｏｌ）を、トリエチルアミン（３５μＬ、０．２５ｍｍｏｌ）で処理し、０℃ま
で冷却し、塩化メタンスルホニル（９．３μＬ、０．１２ｍｍｏｌ）で処理し、０℃で１
時間撹拌した。反応混合物をメタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１



(276) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

40

８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリ
ル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物（２０ｍｇ、４２％）を得た。
生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳ
Ｏ－ｄ６）　δ　８．１２（ｓ、１Ｈ）、７．５５（ｓ、１Ｈ）、７．３５（ｂｒｓ、２
Ｈ）、６．２５（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．５４－４．４０（ｍ、１Ｈ）、４．
２７－４．１２（ｍ、４Ｈ）、３．６８（ｓ、３Ｈ）、３．０１（ｓ、３Ｈ）、２．５５
（ｓ、３Ｈ）、１．７４（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２０Ｈ２３ＣｌＮ７Ｏ３Ｓに
ついてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７６．１；実測値：４７６．１。
【０６６２】
実施例２８９：　メチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシ
フェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
【化３１４】

　ジクロロメタン（１ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロ
ロ－３－メトキシベンゾニトリル（実施例２６１からのキラル中間体）（２０ｍｇ、０．
０５ｍｍｏｌ）溶液を、トリエチルアミン（２０μＬ、０．１４ｍｍｏｌ）、その後クロ
ロギ酸メチル（４．７μＬ、０．０６ｍｍｏｌ）で処理し、室温で１時間撹拌した。反応
混合物をメタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ
／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で
溶出）により精製して、所望の生成物（１２ｍｇ、５２％）を得た。生成物を、単一のエ
ナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８
．１１（ｓ、１Ｈ）、７．５１（ｓ、１Ｈ）、７．３４（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２５（ｑ
、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．５３－４．３８（ｍ、１Ｈ）、４．３６－４．１７（ｍ
、４Ｈ）、３．７１（ｓ、３Ｈ）、３．５５（ｓ、３Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、１．
７３（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２１Ｈ２３ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５６．２；実測値：４５６．１。
【０６６３】
実施例２９２：　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニ
ル｝－Ｎ－（ｔｅｒｔ－ブチル）アゼチジン－１－カルボキサミド
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【化３１５】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－
イル－６－クロロ－３－メトキシベンゾニトリル（実施例２６１からのキラル中間体）（
２０ｍｇ、０．０５ｍｍｏｌ）溶液を、トリエチルアミン（２０μＬ、０．１４ｍｍｏｌ
）、その後２－イソシアナト－２－メチル－プロパン（７．２μＬ、０．０６３ｍｍｏｌ
）で処理し、室温で一晩処理した。反応混合物をメタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（Ｘ
Ｂｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを
含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物（１６ｍｇ
、６４％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２４Ｈ３０Ｃｌ
Ｎ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９７．２；実測値：４９７
．２。
【０６６４】
実施例２９３：　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニ
ル｝アゼチジン－１－カルボキサミド
【化３１６】

　トリフルオロ酢酸（２ｍＬ）中の３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２
－メトキシフェニル｝－Ｎ－（ｔｅｒｔ－ブチル）アゼチジン－１－カルボキサミド（実
施例２９２からのキラル中間体）（１６ｍｇ、０．０３２ｍｍｏｌ）溶液を、マイクロ波
中、１２０℃で１０分間加熱した。反応混合物をメタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（Ｘ
Ｂｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを
含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物（７ｍｇ、
５０％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３０
０ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１２（ｓ、１Ｈ）、７．６２（ｓ、１Ｈ）、７．
３５（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２８（ｑ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、１Ｈ）、５．７０（ｂｒｓ、１
Ｈ）、４．６２－４．４９（ｍ、１Ｈ）、４．３４－４．２０（ｍ、１Ｈ）、３．８３（
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ｓ、３Ｈ）、３．７８－３．４９（ｍ、２Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、１．７３（ｄ、
Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２０Ｈ２２ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝４４１．２；実測値：４４１．１。
【０６６５】
実施例２９６：　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニ
ル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルアゼチジン－１－カルボキサミド
【化３１７】

　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－
イル－６－クロロ－３－メトキシベンゾニトリル（実施例２６１からのキラル中間体）（
４０ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ）溶液を、トリエチルアミン（４０μＬ、０．２９ｍｍｏｌ
）、その後ｐ－ニトロフェニルクロロホルメート（２３μＬ、０．１３ｍｍｏｌ）で処理
し、室温で１時間撹拌した。反応混合物をメタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉ
ｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、
アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物を得、それをすぐ
に使用した。テトラヒドロフラン（１ｍＬ）中のｐ－ニトロフェニルカルバメート中間体
溶液を、トリエチルアミン（１５μＬ、０．１１ｍｍｏｌ）、その後テトラヒドロフラン
中１．０Ｍのジメチルアミン溶液（１５０μＬ、０．１５ｍｍｏｌ）で処理し、封管中、
６０℃で２時間加熱した。反応混合物を濃縮し、メタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（Ｘ
Ｂｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを
含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物（１３ｍｇ
、２８％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３
００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．４９（ｓ、１Ｈ）、７
．３６（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２５（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．４４－４．２３
（ｍ、３Ｈ）、４．２２－４．１０（ｍ、２Ｈ）、３．６９（ｓ、３Ｈ）、２．７６（ｓ
、６Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、１．７３（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２２Ｈ２

６ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６９．２；実測値：
４６９．１。
【０６６６】
実施例２９８：　１－｛１－［４，５－ジクロロ－３－（１－エチルアゼチジン－３－イ
ル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン
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【化３１８】

【０６６７】
ステップ１：　１－（４，５－ジクロロ－２－ヒドロキシフェニル）エタノン
　塩化アセチル（１９ｍＬ、２７０ｍｍｏｌ）中の３，４－ジクロロフェノール［ＡＫサ
イエンティフィック社］（３０ｇ、１８ｍｍｏｌ）溶液を、６０℃で２時間撹拌した。反
応混合物を２０℃まで冷却し、三塩化アルミニウム（３７ｇ、２８０ｍｍｏｌ）で何度か
に分けて処理し、１８０℃で３０分間加熱した。反応混合物を２０℃まで冷却し、溶液は
、簡単にはバラバラにすることができない固体塊へと硬化した。この物質を０℃まで冷却
し、１ＭのＨＣｌで、何回かに分けてゆっくりとクエンチした。材料の固体塊は、十分な
ＨＣｌにより徐々にバラバラになり、この不均一な混合物を、２０℃で一晩撹拌して、確
実に均一になるようにした。固体を濾過し、大量の水で洗浄し、真空下で乾燥して、黄褐
色固体の所望の生成物（３８ｇ、定量的）を得た。
【０６６８】
ステップ２：　１－（４，５－ジクロロ－２－ヒドロキシ－３－ヨードフェニル）エタノ
ン
　酢酸（７０ｍＬ）中の１－（４，５－ジクロロ－２－ヒドロキシフェニル）エタノン（
１２ｇ、５９ｍｍｏｌ）溶液をＮ－ヨードスクシンイミド（１６ｇ、７１ｍｍｏｌ）で処
理し、９０℃で１８時間撹拌した。反応混合物を、追加のＮ－ヨードスクシンイミド（８
ｇ、３６ｍｍｏｌ）で処理し、９０℃で４時間撹拌した。反応混合物を濃縮し、酢酸エチ
ルで希釈し、発泡が止まるまで、飽和炭酸水素ナトリウムでクエンチした。有機層を分離
し、水層を酢酸エチルで再抽出した。合わせた有機層を乾燥し、濃縮して、褐色の固体を
得た。この物質をメタノールから再結晶化させて、黄褐色固体の所望の生成物（９．０ｇ
、４６％）を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）　δ　１３．３６（ｓ、
１Ｈ）、７．８５（ｓ、１Ｈ）、２．６５（ｓ、３Ｈ）。Ｃ８Ｈ６Ｃｌ２ＩＯ２について
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３３０．９、３３２．９；実測値：３３０．８
、３３２．９。
【０６６９】
ステップ３：　１－（４，５－ジクロロ－３－ヨード－２－メトキシフェニル）エタノン
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（４０ｍＬ）中の１－（４，５－ジクロロ－２－ヒドロ
キシ－３－ヨードフェニル）エタノン（１６ｇ、４７ｍｍｏｌ）および炭酸カリウム（１
７ｇ、１２０ｍｍｏｌ）溶液を、ヨウ化メチル（６．４ｍＬ、１００ｍｍｏｌ）で処理し
、６０℃で１時間撹拌した。反応混合物を水で希釈し、酢酸エチルで抽出した（２ｘ）。
合わせた有機層を硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製の固体を得た。
粗物質を、ヘキサン中酢酸エチル（５％～３０％）を使用する、フラッシュカラムクロマ
トグラフィーにより精製して、橙色固体の所望の生成物（１４ｇ、８４％）を得た。１Ｈ
　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）　δ　７．６９（ｓ、１Ｈ）、３．７９（ｓ、３
Ｈ）、２．６０（ｓ、３Ｈ）。Ｃ９Ｈ８Ｃｌ２ＩＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝３４４．９、３４６．９；実測値：３４４．８、３４６．９。
【０６７０】
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ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５，６－ジクロロ－２－メトキシ
フェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　亜鉛（４．５ｇ、６９ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（５４ｍＬ）中の
１，２－ジブロモエタン（４２０μＬ、４．９ｍｍｏｌ）で懸濁した。混合物を７０℃で
１０分間加熱し、次いで室温まで冷却した。クロロトリメチルシラン（６２０μＬ、４．
９ｍｍｏｌ）を滴加し、撹拌を１時間継続した。次いでＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（
３０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－ヨードアゼチジン－１－カルボキシレート（１７ｇ
、６１ｍｍｏｌ）溶液を添加し、混合物を４０℃で１時間加熱し、その後Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルホルムアミド（１２０ｍＬ）中の１－（４，５－ジクロロ－３－ヨード－２－メトキシ
フェニル）エタノン（１４ｇ、４１ｍｍｏｌ）、トリス（ジベンジリデンアセトン）二パ
ラジウム（０）（７１０ｍｇ、０．７７ｍｍｏｌ）およびトリ－（２－フリル）ホスフィ
ン（３６０ｍｇ、１．６ｍｍｏｌ）混合物を、素早く添加した。反応混合物を、室温で一
晩撹拌した。次いで反応混合物を、酢酸エチルと飽和塩化アンモニウム溶液に分配した。
有機層を水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、粗残渣を得、それ
をヘキサン中酢酸エチル（０％～２５％）を使用するフラッシュカラムクロマトグラフィ
ーにより精製して、所望の生成物（１２ｇ、７７％）を得た。Ｃ１７Ｈ２１Ｃｌ２ＮＯ４

ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３９６．１；実測値：３９６．
０。
【０６７１】
ステップ５：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［２，３－ジクロロ－５－（１－ヒドロキシエチル
）－６－メトキシフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート
　メタノール（２４０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５，６－ジクロ
ロ－２－メトキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート（９．６ｇ、２６ｍｍｏ
ｌ）溶液を、０℃にて、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（１．９ｇ、５１ｍｍｏｌ）で、
何度かに分け、５分間に渡って処理し、０℃で３０分間撹拌した。反応混合物を、０℃に
て、酢酸（７．３ｍＬ、１３０ｍｍｏｌ）でクエンチし、飽和炭酸水素ナトリウム溶液（
約５０ｍＬ）で処理した。反応混合物を濃縮してメタノールのほとんど（約６０ｍＬまで
）を除去し、飽和炭酸水素ナトリウム溶液（１５０ｍｌ）中に注ぎ入れ、酢酸エチルで抽
出した（２ｘ２００ｍＬ）。合わせた有機抽出物を、水およびブラインで洗浄し、硫酸ナ
トリウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、所望の生成物（９．６ｇ、定量的）を得、それを
さらに精製することなく使用した。Ｃ１３Ｈ１６Ｃｌ２ＮＯ４についてのＬＣＭＳ（［Ｍ
－（ｔ－Ｂｕ）＋Ｈ］＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２０．０；実測値：３２０．０。
【０６７２】
ステップ６：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［２，３－ジクロロ－５－（１－クロロエチル）－
６－メトキシフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．９２ｍＬ、１２ｍｍｏｌ）を、固体の塩化シアヌ
ル（２．２ｇ、１２ｍｍｏｌ）に、室温で添加した（ＤＭＦは固体に吸収された）。混合
物を１０分間静置し、塩化メチレン（６０ｍＬ）で処理し、数分間撹拌して、固体をバラ
バラにした。反応混合物を、塩化メチレン（３０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－［２，
３－ジクロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシフェニル］アゼチジン－１
－カルボキシレート（３．０ｇ、８．０ｍｍｏｌ）溶液で処理し、３５～４０℃で２時間
撹拌した。反応混合物を、追加のＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１ｍＬ）で処理し、３
５～４０℃で４時間撹拌した。反応を完了させるには、３５～４０℃で一晩撹拌しながら
、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１ｍＬ）でのさらなる処理が必要であった。反応混合
物を水およびジクロロメタンで希釈した。有機相を分離し、飽和炭酸水素ナトリウム溶液
、水およびブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、粗残渣を
得た。粗物質を、ヘキサン中酢酸エチル（５％～４０％）を使用する、フラッシュカラム
クロマトグラフィーにより精製して、所望の生成物（２．８ｇ、９０％）を得た。Ｃ１３

Ｈ１５Ｃｌ３ＮＯ３についてのＬＣＭＳ（［Ｍ－（ｔ－Ｂｕ）＋Ｈ］＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝３３８．０、３４０．０；実測値：３３７．９、３３９．９。
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【０６７３】
ステップ７：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［４，３－ｃ］ピリジン－１－イル）エチル］－５，６－ジクロロ－２－メトキシ
フェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２３ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－［２，３－ジク
ロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシフェニル］アゼチジン－１－カルボキシ
レート（１．０ｇ、２．５ｍｍｏｌ）および３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－４－アミン（０．４３ｇ、２．９ｍｍｏｌ）溶液を、炭酸セシウム（１．２
ｇ、３．８ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（４２ｍｇ、０．２５ｍｍｏｌ）で処理し、
１００℃で１０時間加熱した。反応混合物を、酢酸エチル（７５ｍＬ）および水（７５ｍ
Ｌ）で希釈した。水層を分離し、酢酸エチルで再抽出した（２ｘ５０ｍＬ）。合わせた有
機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム溶液、およびブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで
乾燥し、濾過し、濃縮して、粗残渣を得た。粗物質を、ジクロロメタン中メタノール（０
％～１０％）を使用する、フラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製して、所望の
生成物（０．９７ｇ、７５％）を得た。Ｃ２３Ｈ２９Ｃｌ２Ｎ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ
（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０７．２、５０９．２；実測値：５０７．０、５０９．
０。
【０６７４】
ステップ８：　１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－４，５－ジクロロ－２－メトキ
シフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－ア
ミン
　塩化メチレン（２０ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－
メチル－１Ｈ－ピラゾロ［４，３－ｃ］ピリジン－１－イル）エチル］－５，６－ジクロ
ロ－２－メトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（０．９７ｇ、１．９ｍ
ｍｏｌ）溶液を、トリフルオロ酢酸（１０ｍＬ）で処理し、２０℃で３０分間撹拌した。
反応混合物を濃縮し、残渣をメタノール（約２０ｍＬ）で希釈し、飽和炭酸水素ナトリウ
ム溶液で処理した（ｐＨ約８まで）。反応混合物を濃縮して、メタノールを除去した。水
層に懸濁された油を、ジクロロメタン／イソプロパノールの５：１混合物中に抽出し、硫
酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、所望の生成物（０．７７ｇ、９９％）を得
、それをさらに精製することなく、次のステップで使用した。Ｃ１８Ｈ２１Ｃｌ２Ｎ６Ｏ
についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４０７．１、４０９．１；実測値：４
０７．０、４０９．０。
【０６７５】
ステップ９：　１－｛１－［４，５－ジクロロ－３－（１－エチルアゼチジン－３－イル
）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリ
ミジン－４－アミン
　メタノール（２．６ｍＬ）中の１－［１－（３－アゼチジン－３－イル－４，５－ジク
ロロ－２－メトキシフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン（４０ｍｇ、０．０９８ｍｍｏｌ）溶液を、シアノホウ水素化ナト
リウム（１５ｍｇ、０．２５ｍｍｏｌ）、その後アセトアルデヒド（２２μＬ、０．３９
ｍｍｏｌ）で処理し、２０℃で２０分間撹拌した。反応混合物を酢酸（１３０μＬ、２．
３ｍｍｏｌ）でクエンチし、メタノールで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１
８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリ
ル／水の濃度勾配で溶出）により精製し、エナンチオマーの混合物として、所望の生成物
を得た。このラセミ混合物を、キラルＨＰＬＣ（ＲＴ＝１８．６分間および２２．０分間
；Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＬｕｘセルロースＣ－４カラム、２１．２ｘ２５０ｍｍ、５ミ
クロン粒径、１８ｍｌ／分、２．５ｍｇ／注入にて、ヘキサン中５％エタノールで溶出）
により分離して、所望のピーク１異性体（１１ｍｇ、２６％）を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（３
００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．４５（ｓ、１Ｈ）、７
．３３（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２１（ｑ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、１Ｈ）、３．９８－３．７７
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（ｍ、３Ｈ）、３．５７（ｓ、３Ｈ）、２．９２－２．８３（ｍ、１Ｈ）、２．７９－２
．７２（ｍ、１Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、２．３５－２．２２（ｍ、２Ｈ）、１．７
０（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、０．８６（ｔ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２０Ｈ２

５Ｃｌ２Ｎ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３５．１；実測値：
４３５．０。
【０６７６】
実施例３０７：　４－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピ
リミジン－７－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（１－イソプロピルア
ゼチジン－３－イル）ベンゾニトリル
【化３１９】

【０６７７】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピ
ロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－７－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エ
トキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　出発物質として、３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
の代りに５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－４－アミン［ＡＣＥＳフ
ァーマ社（ACES Pharma）］を使用し、実施例２１２、ステップ５（キラル中間体）の手
順に従って、所望の化合物を、収率１８％で調製した。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、Ｃ
ＤＣｌ３）　δ　８．１３（ｓ、１Ｈ）、６．９３（ｂｒｓ、１Ｈ）、６．７９（ｓ、１
Ｈ）、６．１７（ｑ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、１Ｈ）、５．２４（ｓ、２Ｈ）、４．４０－４．
２７（ｍ、４Ｈ）、４．２７－４．１８（ｍ、１Ｈ）、４．０３－３．９２（ｍ、１Ｈ）
、３．８０－３．７０（ｍ、１Ｈ）、２．４３（ｓ、３Ｈ）、１．７４（ｄ、Ｊ＝７．１
Ｈｚ、３Ｈ）、１．４３（ｓ、９Ｈ）、１．４０（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２６

Ｈ３２ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１１．２；実測
値：５１１．２。
【０６７８】
ステップ２：　４－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－７－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－３－エトキシベ
ンゾニトリル
　出発物質として、ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－
２－エトキシフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレートの代りにｔｅｒｔ－ブチル３
－｛３－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－７
－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼチジン－１－
カルボキシレートを使用して、実施例２１２、ステップ６の手順に従って、所望の化合物
を、収率９９％で調製した。Ｃ２１Ｈ２４ＣｌＮ６ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝４１１．２；実測値：４１１．１。
【０６７９】
ステップ３：　４－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリ
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ミジン－７－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（１－イソプロピルアゼ
チジン－３－イル）ベンゾニトリル
　出発物質として、４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－３－エト
キシベンゾニトリルの代りに４－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，
３－ｄ］ピリミジン－７－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－３
－エトキシベンゾニトリル、およびホルムアルデヒドの代りにアセトンを使用し、実施例
２１３の手順に従って、所望の化合物を、収率６５％で調製した。生成物を、単一のエナ
ンチオマーとして単離した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ｄｍｓｏ）　δ　７．９５（
ｓ、１Ｈ）、７．１９（ｓ、１Ｈ）、７．１６－７．１３（ｍ、１Ｈ）、６．５８（ｓ、
２Ｈ）、６．１１（ｑ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、１Ｈ）、４．０４－３．６７（ｍ、５Ｈ）、３
．０４－２．９２（ｍ、２Ｈ）、２．３６（ｓ、３Ｈ）、２．２７－２．１２（ｍ、１Ｈ
）、１．６９（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、１．３０（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）、
０．８５（ｄｄ、Ｊ＝６．１、１．８Ｈｚ、６Ｈ）。Ｃ２４Ｈ３０ＣｌＮ６Ｏについての
ＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５３．２；実測値：４５３．３。
【０６８０】
合成された化合物
　化合物実施例２１４～２１８、２２１～２３５、２３８、２４０～２４６、２４８～２
６０、２６３～２６７、２７０、２７１、２７４～２８０、２８２～２８４、２８６～２
８８、２９０、２９１、２９４、２９５、２９７、２９９～３０６、３０８、および３０
９の実験手順を、表４および５に要約する。
【０６８１】
【表３６】
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【表３７】

【０６８２】
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【表３８】
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【表３９】

【０６８３】
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【表４０】
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【表４１】

【０６８４】
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【表４２】
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【表４３】

【０６８５】
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【表４４】
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【表４５】

【０６８６】
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【表４６】
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【表４７】

【０６８７】
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【表４８】
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【表４９】

【０６８８】
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【表５０】



(298) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

【表５１】

【０６８９】
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【表５２】
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【表５３】

【０６９０】
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【表５４】
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【表５５】

【０６９１】
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【表５６】
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【表５７】

【０６９２】
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【表５８】
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【表５９】

【０６９３】
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【表６０】
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【表６１】

１記載される化合物の実験手順に従って合成した；
３化合物を単一のエナンチオマーとして単離した；
５化合物を単一のジアステレオマーとして単離した。
【０６９４】
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【表６２】

１記載される化合物の実験手順に従って合成した；
３化合物を単一のエナンチオマーとして単離した；
５化合物を単一のジアステレオマーとして単離した。
【０６９５】
分析データ
　実施例２１４～２１８、２２１～２３５、２３８、２４０～２４６、２４８～２６０、
２６３～２６７、２７０、２７１、２７４～２８０、２８２～２８４、２８６～２８８、
２９０、２９１、２９４、２９５、２９７、２９９、３００～３０６、３０８、および３
０９の化合物の、１Ｈ　ＮＭＲデータ（Ｖａｒｉａｎ　Ｉｎｏｖａ５００分光計、Ｍｅｒ
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ｃｕｒｙ４００分光計、またはＶａｒｉａｎ（もしくはＭｅｒｃｕｒｙ）３００分光計）
およびＬＣＭＳ質量スペクトルデータ（ＭＳ）を、以下の表６に示す。
【０６９６】
【表６３】

【０６９７】
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【表６４】

【０６９８】
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【表６５】

【０６９９】
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【表６６】

【０７００】
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【表６７】

【０７０１】
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【表６８】

【０７０２】
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【表６９】



(317) JP 6263591 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

【表７０】

【０７０３】
実施例３１３：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニ
ル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化３２０】

【０７０４】
ステップ１：　５－ブロモ－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　５－ブロモピリジン－２－カルボン酸（２０ｇ、１００ｍｍｏｌ、フロンティアサイエ
ンティフィック社（Frontier Scientific）カタログ番号：Ｂ１７０４）を、塩化メチレ
ン（３０ｍＬ）中で撹拌し、０℃まで冷却した。塩化メチレン中２．０Ｍの塩化オキサリ
ル（１００ｍＬ）を、ゆっくりと添加し、その後Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．８
ｍＬ）を添加した。混合物を０℃で３０分間撹拌し、次いで室温一晩撹拌した。混合物を
蒸発させ、塩化メチレン（１３０ｍＬ）中に再溶解し、０℃まで冷却した塩化メチレン（
１３０ｍＬ）中のジメチルアミン塩酸塩（９．８ｇ、１２０ｍｍｏｌ）およびトリエチル
アミン（５６．１ｍＬ、４００ｍｍｏｌ）混合物に、ゆっくりと添加した。反応混合物を
、室温で２時間撹拌した。この混合物を塩化メチレン（２００ｍＬ）で希釈し、飽和炭酸
水素ナトリウム、ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させた。生
成物を、ヘキサン中酢酸エチル（０～６０％）の濃度勾配を使用する、シリカゲルＦＣＣ
により精製して、５－ブロモ－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（２２．
０ｇ、１００％）を得た。Ｃ８Ｈ１０ＢｒＮ２ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝２２９．０、２３１．０；実測値：２２８．９、２３０．９。
【０７０５】
ステップ２：　｛６－［（ジメチルアミノ）カルボニル］ピリジン－３－イル｝ボロン酸
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　１，４－ジオキサン（６００ｍＬ）中の５－ブロモ－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－
カルボキサミド（２３ｇ、９８ｍｍｏｌ）、４，４，５，５，４’，４’，５’，５’－
オクタメチル－［２，２’］ビ［［１，３，２］ジオキサボロラニル］（２７ｇ、１１０
ｍｍｏｌ）、［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウ
ム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（アルドリッチ社（Aldrich）、カタログ番号：３
７９６７０）（１：１）（４．８ｇ、５．９ｍｍｏｌ）、１，１’－ビス（ジフェニルホ
スフィノ）フェロセン（アルドリッチ社（Aldrich）、カタログ番号：１７７２６１）（
３．３ｇ、５．９ｍｍｏｌ）、および酢酸カリウム（３０ｇ、３００ｍｍｏｌ）混合物を
、窒素で脱気し、１２０℃で１６時間加熱した。混合物を室温まで冷却し、酢酸エチル（
６００ｍＬ）および水（６００ｍＬ）で希釈した。水層を真空中で濃縮して、固体の残渣
を得た。固体をアセトニトリル中に取り込み、濾過して、残留不溶性塩を除去した。アセ
トニトリルを真空中で除去して、｛６－［（ジメチルアミノ）カルボニル］ピリジン－３
－イル｝ボロン酸（１２ｇ、６０％）を得た。Ｃ８Ｈ１２ＢＮ２Ｏ３についてのＬＣＭＳ
（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝１９５．１；実測値：１９５．１。
【０７０６】
ステップ３：　４－アセチル－２－ブロモ－６－クロロ－３－メトキシベンゾニトリル
　１－（３－ブロモ－５－クロロ－４－フルオロ－２－ヒドロキシフェニル）エタノン（
２．０ｇ、７．５ｍｍｏｌ、実施例４３、ステップ１）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミ
ド（１６ｍＬ）中でシアン化カリウム（０．５８ｇ、９．０ｍｍｏｌ）と合わせ、油浴中
で８５℃まで加熱した。１８時間加熱した後、反応物を室温まで放冷し、ヨードメタン（
０．９０ｍＬ、１１ｍｍｏｌ）および炭酸カリウム（２．１ｇ、１５ｍｍｏｌ）を添加し
た。反応物を６５℃まで加熱し、ＬＣ／ＭＳによりモニタした。３時間加熱した後、反応
は完了し、反応物を室温まで放冷し、次いで酢酸エチル中に取り込み、水、ブラインで洗
浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。得られた溶液を濃縮して、暗色油状の粗生成物を得
た。生成物を、ヘキサン：酢酸エチルの濃度勾配で溶出する、シリカゲルＦＣＣにより精
製して、固体残渣の４－アセチル－２－ブロモ－６－クロロ－３－メトキシベンゾニトリ
ル（１．６５ｇ、７５％）を得た。Ｃ１０Ｈ８ＢｒＣｌＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２８７．９、２８９．９；実測値：２８８．１、２９０．０。
【０７０７】
ステップ４：　５－（３－アセチル－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル）
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　水（２０ｍＬ）中の炭酸ナトリウム（３．０ｇ、２０ｍｍｏｌ）を、アセトニトリル（
１００ｍＬ）中の４－アセチル－２－ブロモ－６－クロロ－３－メトキシベンゾニトリル
（２．５ｇ、８．７ｍｍｏｌ）および｛６－［（ジメチルアミノ）カルボニル］ピリジン
－３－イル｝ボロン酸（１．９ｇ、１０．ｍｍｏｌ、実施例３０１、ステップ２）混合物
に添加した。反応物をＮ２で脱気し、［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロ
セン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（４００ｍｇ、
０．４ｍｍｏｌ）を添加し、反応混合物を、Ｎ２で再度脱気した。反応物を１００℃で４
時間加熱し、ＬＣ／ＭＳによれば、反応は完了した。反応物を室温まで放冷し、水とＥｔ
ＯＡｃに分配した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、
濃縮して、粗生成物を得た。生成物を、ヘキサン：酢酸エチルの濃度勾配で溶出する、シ
リカゲルＦＣＣにより精製して、黄色油状の５－（３－アセチル－５－クロロ－６－シア
ノ－２－メトキシフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（２．２
ｇ、７１％）を得た。Ｃ１８Ｈ１７ＣｌＮ３Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝３５８．１；実測値：３５８．１。
【０７０８】
ステップ５：　５－［３－クロロ－２－シアノ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メ
トキシフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　テトラヒドロホウ酸ナトリウム（３２０ｍｇ、８．４ｍｍｏｌ）を、０℃に冷却したメ
タノール（１００ｍＬ）中の５－（３－アセチル－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキ
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シフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（２ｇ、６ｍｍｏｌ）混
合物に添加した。反応物を０℃で１時間撹拌し、水でクエンチし、水とＥｔＯＡｃに分配
した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、透
明油状の、未精製の５－［３－クロロ－２－シアノ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６
－メトキシフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（２．０ｇ、１
００％）を得た。Ｃ１８Ｈ１９ＣｌＮ３Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝３６０．１；実測値：３６０．１。
【０７０９】
ステップ６：　５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－２－シアノ－６－メトキ
シフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　塩化チオニル（８００μＬ、１０ｍｍｏｌ）を、５－［３－クロロ－２－シアノ－５－
（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－
カルボキサミド（２ｇ、６ｍｍｏｌ）、塩化メチレン（１００ｍＬ）およびＮ，Ｎ－ジメ
チルホルムアミド（１００μＬ）溶液に、室温で滴加した。反応物を５時間撹拌し、ＬＣ
／ＭＳによれば、反応は完了した。反応混合物をＥｔＯＡｃと水に分配した。合わせた有
機層を、飽和ＮａＨＣＯ３、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮し
て、油状の、未精製の５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－２－シアノ－６－
メトキシフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１．８ｇ、８０
％）を得た。Ｃ１８Ｈ１８Ｃｌ２Ｎ３Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／
ｚ＝３７８．１；実測値：３７８．１。
【０７１０】
ステップ７：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　炭酸セシウム（３０００ｍｇ、１０ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（５
０ｍＬ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１１
００ｍｇ、７．１ｍｍｏｌ）および５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－２－
シアノ－６－メトキシフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（１
．８ｇ、４．８ｍｍｏｌ）混合物に添加した。反応物を８０℃で３時間撹拌し、室温まで
放冷した。反応物をＥｔＯＡｃで希釈し、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し
、濾過し、濃縮して、粗生成物を得た。これを、濃度勾配（ヘキサン／ＥｔＯＡｃ中１０
％ＥｔＯＨ、０～１００％）で溶出する、シリカゲルＦＣＣにより精製して、淡黄色油状
の表題化合物（２．０ｇ、８０％）を得た。Ｃ２４Ｈ２４ＣｌＮ８Ｏ２についてのＬＣＭ
Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９１．１；実測値：４９１．２。１Ｈ　ＮＭＲ（４０
０ＭＨｚ、ＣＤ３ＯＤ）　δ　８．７４（ｄ、Ｊ＝１．４Ｈｚ、１Ｈ）、８．１５（ｄ、
Ｊ＝２．２Ｈｚ、１Ｈ）、８．１３（ｓ、１Ｈ）、７．７７（ｄ、Ｊ＝８．１Ｈｚ、１Ｈ
）、７．７４（ｓ、１Ｈ）、６．４３（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、３．３２（ｓ、３
Ｈ）、３．１６（ｓ、３Ｈ）、３．０７（ｓ、３Ｈ）、２．６４（ｓ、３Ｈ）、１．８９
（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）。
【０７１１】
　Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｘ－セルロース１カラム、２１．１ｘ２５０ｍｍ、５ミク
ロン粒径、ヘキサン中１５％エタノール、１８ｍＬ／分、約５ｍｇ／注入、を使用する、
キラルカラムＨＰＬＣにより、エナンチオマーを分離して、以下を得た：第１ピーク保持
時間：２．０９分間、５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフ
ェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；第２ピーク保持時間：３．
９２分間、５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル｝－
Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド。
【０７１２】
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実施例３１４：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－エトキシ－５－メチルフェニ
ル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
【化３２１】

【０７１３】
ステップ１：　４－アセチル－５－ヒドロキシ－２－メチルベンゾニトリル
　１－（４－ブロモ－２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）エタノン（８．５ｇ、３７
ｍｍｏｌ、アルファエイサー社（Alfa Aesar）カタログ番号：Ｈ２９１２５）を、窒素で
脱気したＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（７５ｍＬ）中でシアン化亜鉛（８．７ｇ、７４
ｍｍｏｌ）と合わせ、トリス（ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）（アルドリ
ッチ社（Aldrich）カタログ番号：３２８７７４）（１．０ｇ、１．１ｍｍｏｌ）および
（９，９－ジメチル－９Ｈ－キサンテン－４，５－ジイル）ビス（ジフェニルホスフィン
）（アルドリッチ社（Aldrich）カタログ番号：５２６４６０）（１．５ｇ、２．６ｍｍ
ｏｌ）を添加した。反応物を再度窒素で脱気し、１２０℃まで加熱し、ＬＣ／ＭＳにより
モニタした。１８時間加熱した後、反応は完了し、反応物を室温まで放冷し、酢酸エチル
中に取り込み、水（２Ｘ）、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮して、
暗琥珀色油状の粗生成物を得た。生成物を、ヘキサン：酢酸エチルの濃度勾配で溶出する
シリカゲルＦＣＣにより精製して、固体の４－アセチル－５－ヒドロキシ－２－メチルベ
ンゾニトリル（６．３ｇ、９８％）を得た。Ｃ１０Ｈ１０ＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ
＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝１７６．１；実測値：１７６．２。
【０７１４】
ステップ２：　４－アセチル－３－ヒドロキシ－２－ヨード－６－メチルベンゾニトリル
　４－アセチル－５－ヒドロキシ－２－メチルベンゾニトリル（６．７ｇ、３８ｍｍｏｌ
）を、酢酸（８０ｍＬ）中に溶解し、Ｎ－ヨードスクシンイミド（１０．ｇ、４６ｍｍｏ
ｌ）を添加した。反応物を油浴中で８０℃まで加熱し、ＬＣ／ＭＳによりモニタした。４
時間加熱した後、反応は完了した。これを放冷し、真空中で濃縮して、暗色の油を得た。
油を酢酸エチル中に取り込み、水、炭酸水素ナトリウム（３Ｘ、わずかに塩基性に留まる
まで）、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮して、暗色油状の粗生成物
を得た。生成物を、ヘキサン：酢酸エチルの濃度勾配で溶出するシリカゲルＦＣＣにより
精製して、淡黄色固体の４－アセチル－３－ヒドロキシ－２－ヨード－６－メチルベンゾ
ニトリル（７．２ｇ、６２％）を得た。Ｃ１０Ｈ９ＩＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０１．９；実測値：３０１．９。
【０７１５】
ステップ３：　４－アセチル－２－ヨード－３－エトキシ－６－メチルベンゾニトリル
　４－アセチル－３－ヒドロキシ－２－ヨード－６－メチルベンゾニトリル（５．０ｇ、
１７ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（５０．０ｍＬ）中に溶解し、炭酸カ
リウム（４．６ｇ、３３ｍｍｏｌ）およびヨウ化エチル（２．１ｍＬ、３３ｍｍｏｌ）を
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添加した。反応物を６０℃まで加熱し、ＬＣ／ＭＳによりモニタした。２時間加熱した後
、反応は完了した。これを放冷し、酢酸エチル（３００ｍＬ）で希釈し、濾過して、残り
の固体を除去した。有機層を水（３Ｘ）、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し
、濃縮して、暗色固体の粗生成物を得た。生成物を、ヘキサン：酢酸エチルの濃度勾配で
溶出するシリカゲルＦＣＣにより精製して、淡黄色結晶性固体の４－アセチル－３－エト
キシ－２－ヨード－６－メチルベンゾニトリル（５．０ｇ、９６％）を得た。Ｃ１２Ｈ１

３ＩＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２９．９；実測値：３３
０．０。
【０７１６】
ステップ４：　５－（３－アセチル－６－シアノ－２－エトキシ－５－メチルフェニル）
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　水（２０ｍＬ）中の炭酸ナトリウム（３ｇ、３０ｍｍｏｌ）を、アセトニトリル（１０
０ｍＬ）中の４－アセチル－３－エトキシ－２－ヨード－６－メチルベンゾニトリル（３
ｇ、９ｍｍｏｌ）および｛６－［（ジメチルアミノ）カルボニル］ピリジン－３－イル｝
ボロン酸（１７００ｍｇ、８．８ｍｍｏｌ、実施例３１３、ステップ２）混合物に添加し
た。混合物を窒素で脱気し、［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジ
クロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（４００ｍｇ、０．４ｍ
ｍｏｌ）を添加した。反応物を窒素で再度脱気し、１００℃まで４時間加熱した。反応物
を室温まで放冷し、水で希釈し、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をブラインで洗
浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、粗生成物を得た。生成物を、濃度勾配（
ヘキサン／ＥｔＯＡｃ、０～１００％）で溶出する、シリカゲルＦＣＣにより精製して、
黄色固体の５－（３－アセチル－６－シアノ－２－エトキシ－５－メチルフェニル）－Ｎ
，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド生成物（２．３ｇ、７５％）を得た。Ｃ２

０Ｈ２２Ｎ３Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３５２．１；実測値
：３５２．２。
【０７１７】
ステップ５：　５－［２－シアノ－６－エトキシ－５－（１－ヒドロキシエチル）－３－
メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　テトラヒドロホウ酸ナトリウム（３７０ｍｇ、９．８ｍｍｏｌ）を、メタノール（１０
０ｍＬ）中の５－（３－アセチル－６－シアノ－２－エトキシ－５－メチルフェニル）－
Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（２．３ｇ、６．５ｍｍｏｌ）混合物に
、０℃で添加した。反応物を、０℃で１時間撹拌した。反応物を、水とＥｔＯＡｃに分配
した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、透
明油状の粗生成物、５－［２－シアノ－６－エトキシ－５－（１－ヒドロキシエチル）－
３－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（２．３ｇ、９
９％）を得た。Ｃ２０Ｈ２４Ｎ３Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
３５４．１；実測値：３５４．２。
【０７１８】
ステップ６：　５－［３－（１－クロロエチル）－６－シアノ－２－エトキシ－５－メチ
ルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　塩化チオニル（９００μＬ、１０ｍｍｏｌ）を、塩化メチレン（１００ｍＬ）およびＮ
，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１００μＬ）中の５－［２－シアノ－６－エトキシ－５－
（１－ヒドロキシエチル）－３－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カ
ルボキサミド（２．３ｇ、６．５ｍｍｏｌ）溶液に、室温で滴加した。反応物を３時間撹
拌し、塩化メチレン（１００ｍＬ）で希釈し水、飽和ＮａＨＣＯ３で洗浄した。合わせた
有機層をブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製の５－［３
－（１－クロロエチル）－６－シアノ－２－エトキシ－５－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（２．２ｇ、９１％）を得た。Ｃ２０Ｈ２３Ｃｌ
Ｎ３Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３７２．１；実測値：３７２
．２。
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【０７１９】
ステップ７：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－エトキシ－５－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド
　炭酸セシウム（４０００ｍｇ、１０ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１
００ｍＬ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１
３００ｍｇ、８．５ｍｍｏｌ）および５－［３－（１－クロロエチル）－６－シアノ－２
－エトキシ－５－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（
２．１ｇ、５．６ｍｍｏｌ）混合物に添加した。反応物を８０℃で３時間撹拌し、ＬＣ／
ＭＳによりモニタした。反応混合物をＥｔＯＡｃで希釈し、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ

２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、粗生成物を得た。生成物を、濃度勾配（ヘキサン
／ＥｔＯＡｃ中１０％ＥｔＯＨ、濃度勾配０～１００％）で溶出するシリカゲルＦＣＣに
より精製して、表題化合物（２．１ｇ、７７％）を得た。Ｃ２６Ｈ２９Ｎ８Ｏ２について
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４８５．２；実測値：４８５．２。１Ｈ　ＮＭ
Ｒ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．７０－８．６３（ｍ、１Ｈ）、８．１０
（ｓ、１Ｈ）、８．０６（ｄｄ、Ｊ＝８．０、２．２Ｈｚ、１Ｈ）、７．６９（ｄ、Ｊ＝
８．１Ｈｚ、１Ｈ）、７．５１（ｓ、１Ｈ）、６．３４（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、
３．５９－３．４７（ｍ、１Ｈ）、３．３３（ｍ、１Ｈ）、３．０３（ｓ、３Ｈ）、２．
９６（ｓ、３Ｈ）、２．５７（ｓ、３Ｈ）、２．４５（ｓ、３Ｈ）、１．７９（ｄ、Ｊ＝
７．１Ｈｚ、３Ｈ）、０．９０（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）。ＡＤカラム、２０Ｘ２５
ｃｍを使用し、１３ｍＬ／分、約５ｍｇ／注入にて、ヘキサン；３０％エタノールで溶出
する、キラルカラムＨＰＬＣにより、エナンチオマーを分離して、以下を得た：第１ピー
ク保持時間：１．６３分間、５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－エトキシ－５－メ
チルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；第２ピーク保持時間
：４．１３分間、５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－エトキシ－５－メチルフェニ
ル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド。
【０７２０】
実施例３１５：　４－［－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシプロピル］
アゼチジン－３－イル｝－３－メトキシ－６－メチルベンゾニトリル
【化３２２】

【０７２１】
ステップ１：　４－アセチル－５－ヒドロキシ－２－メチルベンゾニトリル
　１－（４－ブロモ－２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）エタノン（８．５ｇ、３７
ｍｍｏｌ、アルファエイサー社（Alfa Aesar）カタログ番号：Ｈ２９１２５）を、窒素で
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脱気したＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（７５ｍＬ）中でシアン化亜鉛（８．７ｇ、７４
ｍｍｏｌ）と合わせ、トリス（ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）（１．０ｇ
、１．１ｍｍｏｌ）および（９，９－ジメチル－９Ｈ－キサンテン－４，５－ジイル）ビ
ス（ジフェニルホスフィン）（１．５ｇ、２．６ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を窒素で
再度脱気し、１２０℃まで加熱し、ＬＣ／ＭＳによりモニタした。１８時間加熱した後、
反応は完了し、反応物を室温まで放冷し、酢酸エチル中に取り込み、水（２Ｘ）、ブライ
ンで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮して、暗琥珀色油状の粗生成物を得た。生
成物を、ヘキサン：酢酸エチルの濃度勾配で溶出するシリカゲルＦＣＣにより精製して、
固体の４－アセチル－５－ヒドロキシ－２－メチルベンゾニトリル（６．３ｇ、９８％）
を得た。Ｃ１０Ｈ１０ＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝１７６．
１；実測値：１７６．２。
【０７２２】
ステップ２：　４－アセチル－３－ヒドロキシ－２－ヨード－６－メチルベンゾニトリル
　４－アセチル－５－ヒドロキシ－２－メチルベンゾニトリル（６．７ｇ、３８ｍｍｏｌ
）を、酢酸（８０ｍＬ）中に溶解し、Ｎ－ヨードスクシンイミド（１０．ｇ、４６ｍｍｏ
ｌ）を添加した。反応物を油浴中で８０℃まで加熱し、ＬＣ／ＭＳによりモニタした。４
時間加熱した後、反応は完了した。これを放冷し、真空中で濃縮して、暗色の油を得た。
油を酢酸エチル中に取り込み、水、炭酸水素ナトリウム（３ｘ、わずかに塩基性に留まる
まで）、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮して、暗色油状の粗生成物
を得た。生成物を、ヘキサン：酢酸エチルの濃度勾配で溶出するシリカゲルＦＣＣにより
精製して、淡黄色固体の４－アセチル－３－ヒドロキシ－２－ヨード－６－メチルベンゾ
ニトリル（７．２ｇ、６２％）を得た。Ｃ１０Ｈ９ＩＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０１．９；実測値：３０１．９。
【０７２３】
ステップ３：　４－アセチル－２－ヨード－３－メトキシ－６－メチルベンゾニトリル
　４－アセチル－３－ヒドロキシ－２－ヨード－６－メチルベンゾニトリル（５．０ｇ、
１７ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（５０ｍＬ）中に溶解し、炭酸カリウ
ム（４．６ｇ、３３ｍｍｏｌ）およびヨウ化メチル（２．１ｍＬ、３３ｍｍｏｌ）を添加
した。反応物を６０℃まで加熱し、ＬＣ／ＭＳによりモニタした。２時間加熱した後、反
応は完了した。これを放冷し、酢酸エチルで希釈し（３００ｍＬ）、濾過して、残りの固
体を除去した。有機層を水（３Ｘ）、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃
縮して、暗色固体の粗生成物を得た。生成物を、ヘキサン：酢酸エチルの濃度勾配で溶出
するシリカゲルＦＣＣにより精製して、淡黄色結晶性固体の４－アセチル－３－メトキシ
－２－ヨード－６－メチルベンゾニトリル（５．０ｇ、９６％）を得た。Ｃ１１Ｈ１１Ｉ
ＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３１５．９；実測値：３１６．
０。
【０７２４】
ステップ４：　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－６－シアノ－２－メトキシ－５－
メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレート
　亜鉛（１．７０ｇ、２６．０ｍｍｏｌ）およびセライト（炉乾燥された、５００ｍｇ）
を、固体が均一に見えるまで、フラスコ中で一緒に粉砕し、フラスコを、高真空下、ヒー
トガンで５分間加熱し、次いで窒素を再充填した。固体をＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
（４．２ｍＬ）中に懸濁し、１，２－ジブロモエタン（０．１３ｍＬ、１．５ｍｍｏｌ）
を添加した。反応混合物を７０℃で３０分間加熱し、次いで室温まで冷却した。クロロト
リメチルシラン（０．１６ｍＬ、１．３ｍｍｏｌ）を滴加し、撹拌を室温で２時間継続し
た。次いでＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（４．３５ｍＬ）中のｔｅｒｔ－ブチル３－ヨ
ードアゼチジン－１－カルボキシレート（２．７０ｇ、９．５２ｍｍｏｌ）溶液をゆっく
りと添加し、得られた混合物を５０℃で２時間加熱した。亜鉛－ヨード試薬を室温まで放
冷し、シリンジ中に取り込み、ＰＴＦＥフィルタ（針により適応させた）を通して、Ｎ２

の通気により予め脱気したＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（１９．６ｍＬ）中のトリス（
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ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）（０．１１１ｇ、０．１２１ｍｍｏｌ）お
よびトリ－（２－フリル）ホスフィン（０．０５６ｇ、０．２４ｍｍｏｌ）および４－ア
セチル－２－ヨード－３－メトキシ－６－メチルベンゾニトリル（２．０ｇ、６．３ｍｍ
ｏｌ）懸濁液中に、直接濾過した。反応混合物を、窒素で再度脱気し、７０℃まで加熱し
た。３０分間加熱した後、ＬＣ／ＭＳによれば、反応は完了した。これを放冷し、酢酸エ
チル中に取り込み、水、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮して、油状
の粗生成物を得た。生成物を、ヘキサン；酢酸エチルの濃度勾配で溶出するシリカゲルＦ
ＣＣにより精製して、透明油状のｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－６－シアノ－２
－メトキシ－５－メチルフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレートを得た（１．８ｇ
、８２％）。Ｃ１５Ｈ１７Ｎ２Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２
８９．１；実測値：２８９．１。
【０７２５】
ステップ５：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［２－シアノ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６
－メトキシ－３－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート
　ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－６－シアノ－２－メトキシ－５－メチルフェニ
ル）アゼチジン－１－カルボキシレート（２．２ｇ、６．４ｍｍｏｌ）を、メタノール（
２０ｍＬ）中に溶解し、氷浴中で冷却した。テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．２６ｇ
、７．０ｍｍｏｌ）を、何度かに分けて添加し、反応物をＬＣ／ＭＳによりモニタした。
１時間撹拌した後、反応は完了した。これを酢酸エチルおよび水で希釈した。合わせた有
機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃
縮して、黄色泡状の、未精製のｔｅｒｔ－ブチル３－［２－シアノ－５－（１－ヒドロキ
シエチル）－６－メトキシ－３－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート（
２．１ｇ、９９％）を得た。Ｃ１５Ｈ１９Ｎ２Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝２９１．１；実測値：２９１．１。
【０７２６】
ステップ６：　ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－（１－クロロエチル）－６－シアノ－２－メ
トキシ－５－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート
　ｔｅｒｔ－ブチル３－［２－シアノ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－
３－メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート（２．１ｇ、６．４ｍｍｏｌ）
を、塩化メチレン（５０．０ｍＬ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．５９ｍＬ
）中に取り込み、氷浴中で冷却し、塩化チオニル（０．５６ｍＬ、７．７ｍｍｏｌ）をゆ
っくりと添加した。２時間撹拌した後、ＬＣ／ＭＳによれば、反応は完了し、反応物を酢
酸エチルと水に分配した。合わせた有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム、ブラインで洗
浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮して、油状の、未精製のｔｅｒｔ－ブチル３－［
３－（１－クロロエチル）－６－シアノ－２－メトキシ－５－メチルフェニル］アゼチジ
ン－１－カルボキシレート（２．２ｇ、１００％）を得た。Ｃ１５Ｈ１８ＣｌＮ２Ｏ３に
ついてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０９．１；実測値：３０９．１。
【０７２７】
ステップ７：　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－メトキシ－
５－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート
　ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－（１－クロロエチル）－６－シアノ－２－メトキシ－５－
メチルフェニル］アゼチジン－１－カルボキシレート（２．３ｇ、６．３ｍｍｏｌ）を、
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（６８ｍＬ）中に、炭酸セシウム（４．１ｇ、１３ｍｍｏ
ｌ）および３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１．４
ｇ、９．４ｍｍｏｌ）とともに溶解し、油浴中で８０℃まで加熱した。反応物を１８時間
撹拌し、室温まで放冷した。反応混合物を酢酸エチル中に取り込み、濾過し、水、ブライ
ンで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮して、粗生成物を得た。生成物を、濃度勾
配（ヘキサン：１０％エタノール酢酸エチル）で溶出するシリカゲルＦＣＣにより精製し
て、半固体のｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
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ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－メトキシ－５
－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（１．５ｇ、５０％）を得た。Ｃ

２５Ｈ３２Ｎ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７８．２；実測
値：４７８．２。Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＬＵＸセルロースカラム、２１．１ｘ２５０ｍ
ｍ、５ミクロン、ヘキサン中１５％エタノール、１８ｍＬ／分、約５ｍｇ／注入を使用す
るキラルカラムＨＰＬＣにより、エナンチオマーを分離して、以下を得た：第１ピーク保
持時間：２．１分間、ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［－１－（４－アミノ－３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－メト
キシ－５－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート；第２ピーク保持時間：
３．９分間、ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－メトキシ－５
－メチルフェニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート。
【０７２８】
ステップ８：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－３－メトキシ－６－メチル
ベンゾニトリルビス（トリフルオロアセテート）
　ｔｅｒｔ－ブチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－メトキシ－５－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－カルボキシレート（０．３５ｇ、０．７３ｍｍｏｌ）（ステップ
７、ピーク１）を、塩化メチレン（３．０ｍＬ）およびトリフルオロ酢酸（１．０ｍＬ）
中に、室温で溶解した。１時間撹拌した後、ＬＣ／ＭＳによれば、反応は完了した。反応
物を真空中で濃縮して、粘着性の、琥珀色油状の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－
イル－３－メトキシ－６－メチルベンゾニトリル（ビス（トリフルオロアセテート）（０
．５０ｇ、１００％）を得た。Ｃ２０Ｈ２４Ｎ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝３７８．２；実測値：３７８．２。
【０７２９】
ステップ９：　４－［－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－２－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシプロピル］ア
ゼチジン－３－イル｝－３－メトキシ－６－メチルベンゾニトリル
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－３－メトキシ－６－メチルベンゾニトリ
ルビス（トリフルオロアセテート）（０．０７４ｇ、０．１０ｍｍｏｌ）を、エタノール
（３．０ｍＬ）およびＤＩＰＥＡ（０．０７１ｍＬ、０．４１ｍｍｏｌ）中に溶解し、（
Ｓ）－（－）－メチルオキシラン（０．００７１ｇ、０．１２ｍｍｏｌ）を添加した。反
応物を封管中、９０℃まで加熱し、ＬＣ／ＭＳによりモニタした。６時間加熱した後、ｐ
Ｈ１０に緩衝された、水：アセトニトリルの濃度勾配で溶出する、Ｃ－１８カラム上の分
取ＨＰＬＣにより、後処理を行うことなく、反応物を精製して、白色非晶質固体の表題化
合物（０．０１８ｇ、４０％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した
。Ｃ２３Ｈ３０Ｎ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３６．２；
実測値：４３６．３。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．０９（
ｓ、１Ｈ）、７．２１（ｓ、１Ｈ）、６．２２（ｑ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、１Ｈ）、４．３４
（ｄ、Ｊ＝４．５Ｈｚ、１Ｈ）、４．０９－３．８３（ｍ、３Ｈ）、３．６０（ｓ、３Ｈ
）、３．５８－３．５１（ｍ、１Ｈ）、３．１２－２．９５（ｍ、２Ｈ）、２．５５（ｓ
、３Ｈ）、２．３３（ｓ、３Ｈ）、２．２７（ｄ、Ｊ＝５．９Ｈｚ、２Ｈ）、１．７１（
ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、１．００（ｄ、Ｊ＝６．２Ｈｚ、３Ｈ）。
【０７３０】
実施例３１６：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［６－（１－ヒドロ
キシ－１－メチルエチル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリル
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【化３２３】

【０７３１】
ステップ１：　５－ブロモ－Ｎ－メトキシ－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド
　Ｎ，Ｏ－ジメチルヒドロキシルアミン塩酸塩（５００ｍｇ、５ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド（１０ｍＬ）中のＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－Ｏ－（７－
アザベンゾトリアゾール－１－イル）ウロニウムヘキサフルオロホスフェート（１４００
ｍｇ、３．７ｍｍｏｌ）、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（１０００μＬ、７ｍｍ
ｏｌ）および５－ブロモピリジン－２－カルボン酸（５００ｍｇ、２ｍｍｏｌ、フロンテ
ィアサイエンティフィック社（Frontier Scientific）カタログ番号：Ｂ１７０４）混合
物に添加した。反応混合物を室温で一晩撹拌し、ＬＣ／ＭＳによれば、反応は完了した。
反応物を、水とＥｔＯＡｃに分配した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ４

で乾燥し、濾過し、濃縮して、粗生成物を得た。生成物を、ヘキサン：ＥｔＯＡｃ（０～
３０％）濃度勾配で溶出する、シリカゲルＦＣＣにより精製して、透明油状の５－ブロモ
－Ｎ－メトキシ－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド（０．５０ｇ、６０％）を得
た。Ｃ８Ｈ１０ＢｒＮ２Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２４４．
９、２４６．９；実測値：２４４．９、２４６．９。
【０７３２】
ステップ２：　１－（５－ブロモピリジン－２－イル）エタノン
　ＴＨＦ中３．０Ｍの塩化メチルマグネシウム（０．５ｍＬ）を、テトラヒドロフラン（
１０ｍＬ）中の５－ブロモ－Ｎ－メトキシ－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド（
２００ｍｇ、０．８ｍｍｏｌ）混合物に、０℃で滴加した。室温で１時間撹拌した後、反
応物を１ＮのＮＨ４Ｃｌでクエンチし、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をブライ
ンで洗浄し、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濃縮して、粗生成物、１－（５－ブロモピリジン－２
－イル）エタノン（０．１５ｇ、９０％）を得た。 Ｃ７Ｈ７ＢｒＮＯについてのＬＣＭ
Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝１９９．９、２０１．９；実測値：１９９．９、２０１
．９。
【０７３３】
ステップ３：　２－（５－ブロモピリジン－２－イル）プロパン－２－オール
　ＴＨＦ中３．０Ｍの塩化メチルマグネシウム（０．３ｍＬ）を、テトラヒドロフラン（
１０ｍＬ）中の１－（５－ブロモピリジン－２－イル）エタノン（１００ｍｇ、０．５ｍ
ｍｏｌ）混合物に、０℃で滴加した。室温で１時間撹拌した後、反応物を１ＮのＮＨ４Ｃ
ｌでクエンチし、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、ＭｇＳＯ

４で乾燥し、濃縮して、未精製の２－（５－ブロモピリジン－２－イル）プロパン－２－
オール（０．１ｇ、１００％）を得た。Ｃ８Ｈ１１ＢｒＮＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ
）＋計算値：ｍ／ｚ＝２１５．９、２１７．９；実測値：２１５．８、２１７．８。
【０７３４】
ステップ４：　［６－（１－ヒドロキシ－１－メチルエチル）ピリジン－３－イル］ボロ
ン酸
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　１，４－ジオキサン（５ｍＬ）中の２－（５－ブロモピリジン－２－イル）プロパン－
２－オール（７０ｍｇ、０．３ｍｍｏｌ）、４，４，５，５，４’，４’，５’，５’－
オクタメチル－［２，２’］ビ［［１，３，２］ジオキサボロラニル］（９０．ｍｇ、０
．３６ｍｍｏｌ）、［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパ
ラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（１０ｍｇ、０．０１ｍｍｏｌ）
、および酢酸カリウム（１００ｍｇ、１ｍｍｏｌ）混合物を、１２０℃で一晩加熱した。
ＬＣ／ＭＳによれば、反応は完了し、反応物を真空中で濃縮して、未精製の［６－（１－
ヒドロキシ－１－メチルエチル）ピリジン－３－イル］ボロン酸を得た。Ｃ８Ｈ１３ＢＮ
Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝１８２．１；実測値：１８２．１
。
【０７３５】
ステップ５：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［６－（１－ヒドロキ
シ－１－メチルエチル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリルビス（２，２，２－トリフ
ルオロアセテート）
　水（０．５ｍＬ）中の炭酸ナトリウム（１０ｍｇ、０．０９ｍｍｏｌ）を、アセトニト
リル（１ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－ブロモ－６－クロロ－３－エトキシベンゾニト
リル（２０ｍｇ、０．０４ｍｍｏｌ、実施例４３、ステップ５からのラセミ中間体）およ
び［６－（１－ヒドロキシ－１－メチルエチル）ピリジン－３－イル］ボロン酸（１２ｍ
ｇ、０．０６９ｍｍｏｌ、実施例３０６、ステップ４）混合物に添加した。反応混合物を
Ｎ２で脱気し、［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジ
ウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（２ｍｇ、０．００２ｍｍｏｌ）を添
加した。反応物をＮ２で再度脱気し、１００℃まで１時間加熱した。反応物を室温まで放
冷し、ＴＦＡで緩衝された、水；アセトニトリルの濃度勾配で溶出する、Ｃ－１８カラム
上の分取ＨＰＬＣにより、後処理を行うことなく精製して、白色非晶質固体の表題化合物
を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２５Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についての
ＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９２．１；実測値：４９２．１。１Ｈ　ＮＭＲ
（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．６０（ｄ、Ｊ＝２．０Ｈｚ、１Ｈ）、８．
２２（ｓ、１Ｈ）、７．９６（ｄｄ、Ｊ＝８．２、２．３Ｈｚ、１Ｈ）、７．８０（ｄ、
Ｊ＝８．３Ｈｚ、１Ｈ）、７．７３（ｓ、１Ｈ）、６．３６（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ
）、３．５２－３．４０（ｍ、１Ｈ）、３．４０－３．３０（ｍ、１Ｈ）、２．５９（ｓ
、３Ｈ）、１．８０（ｄ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、１．４８（ｄ、Ｊ＝２．３Ｈｚ、６
Ｈ）、０．８８（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）。
【０７３６】
実施例３１７：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－３－メトキシ－６－メチル－２－［５－（メチルスル
ホニル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリル
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【化３２４】

　実施例３１４と類似した手順を使用したが、ステップ３において、ヨウ化エチルの代り
にヨウ化メチルを使用して、４－アセチル－２－ヨード－３－メトキシ－６－メチルベン
ゾニトリルを調製し、および｛６－［（ジメチルアミノ）カルボニル］ピリジン－３－イ
ル｝ボロン酸（ステップ４からのラセミ中間体）の代りに３－（メチルスルホニル）－５
－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ピリジ
ンを使用して、表題化合物、４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－３－メトキシ－６－メチル－２－［５－（
メチルスルホニル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリルを調製した。生成物を、ラセミ
混合物として単離した。Ｃ２３Ｈ２４Ｎ７Ｏ３ＳについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝４７８．１；実測値：４７８．２。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤ３ＯＤ
）　δ　９．２４（ｄ、Ｊ＝２．２Ｈｚ、１Ｈ）、９．０３（ｄ、Ｊ＝２．０Ｈｚ、１Ｈ
）、８．５９（ｔ、Ｊ＝２．１Ｈｚ、１Ｈ）、８．３１（ｓ、１Ｈ）、７．６８（ｓ、１
Ｈ）、６．５６（ｑ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、１Ｈ）、３．３８（ｓ、３Ｈ）、３．３１（ｓ、
３Ｈ）、２．７２（ｓ、３Ｈ）、２．５９（ｓ、３Ｈ）、１．９８（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ
、３Ｈ）。
【０７３７】
実施例３１８：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－ピロリジン－１－イ
ルベンゾニトリル

【化３２５】

【０７３８】
ステップ１：　４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－ヨードベンゾニトリル
　実施例４３、ステップ１およびステップ２に記載されるものと類似した方法によるが、
Ｎ－ヨードスクシンイミドを使用して、４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－
ヨードベンゾニトリルを調製した。Ｃ１１Ｈ１０ＣｌＩＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３４９．９；実測値：３５０．０
【０７３９】
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ステップ２：　４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－ピロリジン－１－イルベ
ンゾニトリル
　４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－ヨードベンゾニトリル（０．２０ｇ、
０．５７ｍｍｏｌ）を、炭酸セシウム（０．１９ｇ、０．５７ｍｍｏｌ）を含むＮ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド（２．０ｍＬ）中で、ピロリジン（０．０５２ｍＬ、０．６３ｍｍ
ｏｌ）と合わせ、封管中で１２０℃まで加熱した。１８時間加熱した後、反応物を放冷し
、酢酸エチル中に取り込み、水、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮し
て、暗色油状の粗生成物を得た。生成物を、ヘキサン：酢酸エチルの濃度勾配で溶出する
シリカゲルＦＣＣにより精製して、油状の４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２
－ピロリジン－１－イルベンゾニトリル（０．０４５ｇ、２７％）を得た。Ｃ１５Ｈ１８

ＣｌＮ２Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２９３．１；実測値：２
９３．１。
【０７４０】
ステップ３：　６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）－２－ピロリ
ジン－１－イルベンゾニトリル
　４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－ピロリジン－１－イルベンゾニトリル
（０．０４５ｇ、０．１５ｍｍｏｌ）を、メタノール（３ｍＬ）中に溶解し、氷浴中で冷
却した。テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．００５８ｇ、０．１５ｍｍｏｌ）を添加し
、反応物をＬＣ／ＭＳによりモニタした。１時間撹拌した後、反応物を酢酸エチル中に取
り込み、水、炭酸水素ナトリウム、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、透明
油状の、未精製の６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）－２－ピロ
リジン－１－イルベンゾニトリル（０．０４５ｇ、１００％）を得た。Ｃ１５Ｈ２０Ｃｌ
Ｎ２Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２９５．１；実測値：２９５
．１。
【０７４１】
ステップ４：　６－クロロ－４－（１－クロロエチル）－３－エトキシ－２－ピロリジン
－１－イルベンゾニトリル
　６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）－２－ピロリジン－１－イ
ルベンゾニトリル（０．０４５ｇ、０．１５ｍｍｏｌ）を、塩化メチレン（３．０ｍＬ）
およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．００２ｍＬ、０．０３ｍｍｏｌ）中に取り込
み、氷浴中で冷却した。塩化チオニル（０．０１７ｍＬ、０．２３ｍｍｏｌ）を添加し、
反応物を、ＬＣ／ＭＳによりモニタした。２時間撹拌した後、反応は完了した。反応物を
酢酸エチル中に取り込み、炭酸水素ナトリウム、ブラインで洗浄し、硫酸マグネシウムで
乾燥し、濃縮して、黄色油状の未精製の６－クロロ－４－（１－クロロエチル）－３－エ
トキシ－２－ピロリジン－１－イルベンゾニトリル（０．０４８ｇ、１００％）を得た。
Ｃ１５Ｈ１９Ｃｌ２Ｎ２ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３１３．１
；実測値：３１３．１。
【０７４２】
ステップ５：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－ピロリジン－１－イル
ベンゾニトリル
　６－クロロ－４－（１－クロロエチル）－３－エトキシ－２－ピロリジン－１－イルベ
ンゾニトリル（０．０４８ｇ、０．１５ｍｍｏｌ、ラセミ混合物）を、Ｎ，Ｎ－ジメチル
ホルムアミド（３．０ｍＬ）中で、３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－４－アミン（０．０３４ｇ、０．２３ｍｍｏｌ）および炭酸セシウム（０．１０ｇ、
０．３１ｍｍｏｌ）と合わせ、油浴中で、８５℃まで加熱した。１８時間加熱した後、反
応は完了した。未精製の反応物を、ｐＨ１０に緩衝された、水：アセトニトリルの濃度勾
配で溶出する、Ｃ－１８カラム上の分取ＨＰＬＣにより、後処理を行うことなく精製し、
白色非晶質固体の表題化合物（０．０１２ｇ、１８％）を得た。生成物を、ラセミ混合物
として単離した。Ｃ２１Ｈ２５ＣｌＮ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／
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ｚ＝４２６．１；実測値：４２６．１。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）
　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、６．９１（ｓ、１Ｈ）、６．２５（ｑ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、
１Ｈ）、３．７１（ｄｐ、Ｊ＝１５．７、８．１、７．２Ｈｚ、４Ｈ）、３．４９－３．
３５（ｍ、２Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、２．００－１．７６（ｍ、４Ｈ）、１．７０
（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、１．３４（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）。
【０７４３】
実施例３１９：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（３－メトキシアゼ
チジン－１－イル）ベンゾニトリル
【化３２６】

【０７４４】
ステップ１：　４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－（３－メトキシアゼチジ
ン－１－イル）ベンゾニトリル
　１，４－ジオキサン（４ｍＬ）中の４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－ヨ
ードベンゾニトリル（５０ｍｇ、０．１ｍｍｏｌ、実施例３１８、ステップ１）、３－メ
トキシアゼチジン塩酸塩（２１ｍｇ、０．１７ｍｍｏｌ、ケムインペックス社（Chem-Imp
ex）カタログ番号：２０１４０）および炭酸セシウム（７０．ｍｇ、０．２１ｍｍｏｌ）
混合物に、（９，９－ジメチル－９Ｈ－キサンテン－４，５－ジイル）ビス（ジフェニル
ホスフィン）（４０ｍｇ、０．０７ｍｍｏｌ）およびトリス（ジベンジリデンアセトン）
二パラジウム（０）（６０ｍｇ、０．０７ｍｍｏｌ）を添加した。反応混合物をＮ２で脱
気した。反応物を８０℃で２時間加熱し、ＬＣ／ＭＳによりモニタした。反応物を室温ま
で放冷し、水で希釈し、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をブラインで洗浄し、Ｍ
ｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、粗生成物を得た。生成物を、濃度勾配（ヘキサン
類：ＥｔＯＡｃ０～７０％）で溶出するシリカゲルＦＣＣにより精製して、透明油状の４
－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－（３－メトキシアゼチジン－１－イル）ベ
ンゾニトリル（０．０３０ｇ、７０％）を得た。Ｃ１５Ｈ１８ＣｌＮ２Ｏ３についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０９．１；実測値：３０９．１。
【０７４５】
ステップ２：　６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）－２－（３－
メトキシアゼチジン－１－イル）ベンゾニトリル
　４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－（３－メトキシアゼチジン－１－イル
）ベンゾニトリル（３０ｍｇ、０．１ｍｍｏｌ）を、０℃まで冷却したメタノール（５ｍ
Ｌ）中に溶解し、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（５．５ｍｇ、０．１４ｍｍｏｌ）を添
加した。反応物を、０℃で１時間撹拌した。反応物を、ＥｔＯＡｃと水に分配した。合わ
せた有機層を、水および飽和ＮａＨＣＯ３、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、
濾過し、濃縮して、未精製の６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）
－２－（３－メトキシアゼチジン－１－イル）ベンゾニトリル（０．０３０ｇ、１００％
）を得た。Ｃ１５Ｈ２０ＣｌＮ２Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
３１１．１；実測値：３１１．１。
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【０７４６】
ステップ３：　６－クロロ－４－（１－クロロエチル）－３－エトキシ－２－（３－メト
キシアゼチジン－１－イル）ベンゾニトリル
　６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）－２－（３－メトキシアゼ
チジン－１－イル）ベンゾニトリル（３０ｍｇ、０．１ｍｍｏｌ）（ラセミ混合物）を、
塩化メチレン（５ｍＬ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１００μＬ、１ｍｍｏｌ
）中に溶解した。塩化チオニル（１８μＬ、０．２４ｍｍｏｌ）を室温で滴加し、反応物
を２時間撹拌した。反応物をＥｔＯＡｃで希釈し、水および飽和ＮａＨＣＯ３、ブライン
で洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製の６－クロロ－４－（１－
クロロエチル）－３－エトキシ－２－（３－メトキシアゼチジン－１－イル）ベンゾニト
リル（０．０３０ｇ、１００％）を得た。Ｃ１５Ｈ１９Ｃｌ２Ｎ２Ｏ３についてのＬＣＭ
Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２９．１；実測値：３２９．１。
【０７４７】
ステップ４：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（３－メトキシアゼチ
ジン－１－イル）ベンゾニトリル
　炭酸セシウム（５０ｍｇ、０．２ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（３ｍ
Ｌ、４０ｍｍｏｌ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－ア
ミン（１６ｍｇ、０．１０ｍｍｏｌ）および６－クロロ－４－（１－クロロエチル）－３
－エトキシ－２－（３－メトキシアゼチジン－１－イル）ベンゾニトリル（３０ｍｇ、０
．０９ｍｍｏｌ）混合物に添加し、反応物を８０℃で一晩撹拌した。混合物をＥｔＯＡｃ
で希釈し、水、ブラインで洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、濾過し、粗生成物を濃縮した
。生成物を、ｐＨ１０に緩衝された、水：アセトニトリル濃度勾配で溶出する、Ｃ－１８
カラム上の分取ＨＰＬＣにより精製して、白色非晶質固体の表題化合物（０．００７ｇ、
２０％）を得た。生成物を、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２１Ｈ２５ＣｌＮ７Ｏ２に
ついてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４２．１；実測値：４４２．１。１Ｈ
　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、６．８０（ｓ
、１Ｈ）、６．１８（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、１Ｈ）、４．５８－４．４４（ｍ、２Ｈ）、
４．１８（ｍ、１Ｈ）、４．１３－４．０１（ｍ、２Ｈ）、３．８１－３．６２（ｍ、２
Ｈ）、３．２３（ｓ、３Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、１．６９（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、
３Ｈ）、１．３５（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）。
【０７４８】
実施例３２０：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－３－エトキシ－２－（１－イソプロピルアゼチジン－
３－イル）－６－メチルベンゾニトリル
【化３２７】

【０７４９】
ステップ１：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
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リミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－３－エトキシ－６－メチル
ベンゾニトリルビス（トリフルオロアセテート）
　実施例３１５に記載される方法を使用したが、ステップ３において、ヨウ化メチルの代
りにヨウ化エチルを使用して、中間体４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－３－
エトキシ－６－メチルベンゾニトリルビス（トリフルオロアセテート）を調製した。Ｃ２

１Ｈ２６Ｎ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３９２．２；実測値：
３９２．２。
【０７５０】
ステップ２：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－３－エトキシ－２－（１－イソプロピルアゼチジン－３
－イル）－６－メチルベンゾニトリル
　メタノール（５０ｍＬ）中の４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－３－エトキ
シ－６－メチルベンゾニトリル（７０ｍｇ、０．２ｍｍｏｌ）混合物に、アセトン（０．
１ｍＬ、２ｍｍｏｌ）およびシアノホウ水素化ナトリウム（１７ｍｇ、０．２７ｍｍｏｌ
）を添加した。反応物を、室温にて１時間撹拌し、ＬＣ／ＭＳによれば、反応は完了した
。反応物を水でクエンチし、ＥｔＯＡｃで抽出した。合わせた有機層をブラインで洗浄し
、ＭｇＳＯ４で乾燥し、濾過し、濃縮して、粗生成物を得た。生成物を、ｐＨ１０に緩衝
された、水：アセトニトリルの濃度勾配で溶出する、Ｃ－１８カラム上の分取ＨＰＬＣに
より精製して、白色非晶質固体の表題化合物（０．０３０ｇ、４０％）を得た。生成物を
、ラセミ混合物として単離した。Ｃ２４Ｈ３２Ｎ７ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝４３４．２；実測値：４３４．３。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤ３

ＯＤ）　δ　８．１７（ｓ、１Ｈ）、７．３５（ｓ、１Ｈ）、６．３７（ｑ、Ｊ＝７．１
Ｈｚ、１Ｈ）、４．１７－３．９８（ｍ、４Ｈ）、３．９０－３．７１（ｍ、３Ｈ）、２
．６５（ｓ、３Ｈ）、２．４６（ｓ、４Ｈ）、１．８４（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、
１．４２（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、１．０３（ｄｄ、Ｊ＝６．２、１．４Ｈｚ、６
Ｈ）。
【０７５１】
実施例３２１：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシ－２－メ
チルプロピル）アゼチジン－３－イル］－６－メチルベンゾニトリル
【化３２８】

　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－３－エトキシ－６－メチルベンゾニトリ
ル（０．０５５ｇ、０．１４ｍｍｏｌ、実施例３２０、ステップ１からのキラル中間体）
を、テトラヒドロフラン（２２ｍＬ）、ＤＩＰＥＡ（０．０４９ｍＬ、０．２８ｍｍｏｌ
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）およびオキシラン，２，２－ジメチル－（０．０１８ｍＬ、０．２１ｍｍｏｌ）と、室
温にて合わせた。反応物を９５℃まで加熱し、一晩撹拌した。反応物を室温まで放冷し、
ｐＨ１０に緩衝された、水：アセトニトリルの濃度勾配で溶出する、Ｃ－１８カラム上の
分取ＨＰＬＣにより、後処理を行うことなく精製して、白色非晶質固体の表題化合物（０
．０３５ｇ、５０％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマーとして単離した。Ｃ２５

Ｈ３４Ｎ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４６４．３；実測値：
４６４．３。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．０９（ｓ、１Ｈ
）、７．２３（ｓ、１Ｈ）、６．２１（ｑ、Ｊ＝６．８Ｈｚ、１Ｈ）、４．００（ｍ、４
Ｈ）、３．８１－３．５４（ｍ、２Ｈ）、３．１５（ｍ、２Ｈ）、２．５３（ｓ、３Ｈ）
、２．３３（ｓ、３Ｈ）、２．２７（ｂｓ、２Ｈ）、１．７０（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３
Ｈ）、１．３０（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）、１．０４（ｓ、６Ｈ）。
【０７５２】
実施例３２２：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシ－２－メ
チルプロパノイル）アゼチジン－３－イル］－６－メチルベンゾニトリル
【化３２９】

　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－３－エトキシ－６－メチルベンゾニトリ
ル（０．０７５ｇ、０．１０ｍｍｏｌ、実施例３２０、ステップ１からのキラル中間体）
を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（３．０ｍＬ）およびＤＩＰＥＡ（０．０８９ｍＬ、
０．５１ｍｍｏｌ）中に溶解し、プロパン酸，２－ヒドロキシ－２－メチル－（０．０１
３ｇ、０．１２ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－Ｏ－（７－アザベ
ンゾトリアゾール－１－イル）ウロニウムヘキサフルオロホスフェート（０．０５８ｇ、
０．１５ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を室温で１８時間撹拌し、ＬＣ／ＭＳによれば、
反応は完了した。生成物を、ｐＨ１０に緩衝された、水：アセトニトリルの濃度勾配で溶
出する、Ｃ－１８カラム上の分取ＨＰＬＣにより、後処理を行うことなく精製し、白色非
晶質固体の表題化合物（０．０２５ｇ、５１％）を得た。生成物を、単一のエナンチオマ
ーとして単離した。Ｃ２５Ｈ３２Ｎ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／
ｚ＝４７８．２；実測値：４７８．２。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）
　δ　８．１０（ｓ、１Ｈ）、７．２９（ｓ、１Ｈ）、６．２４（ｑ、Ｊ＝６．８Ｈｚ、
１Ｈ）、５．０７（ｓ、１Ｈ）、４．９０－４．７５（ｍ、１Ｈ）、４．７３－４．５８
（ｍ、１Ｈ）、４．３９（ｐ、Ｊ＝８．５Ｈｚ、１Ｈ）、４．３０－４．０５（ｍ、２Ｈ
）、３．７５（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、２Ｈ）、２．５４（ｓ、３Ｈ）、２．３８（ｓ、３
Ｈ）、１．７２（ｄ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）、１．３５（ｔ、Ｊ＝６．１Ｈｚ、３Ｈ）
、１．２６（ｓ、３Ｈ）、１．２３（ｓ、３Ｈ）。
【０７５３】
合成された化合物
　化合物実施例３２６～３４４の実験手順を、表７および８に要約する。
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【表７１】
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【表７２】

１記載される化合物の実験手順に従って合成した；
２化合物をラセミ混合物として単離した；
３化合物を単一のエナンチオマーとして単離した。
【０７５４】

【表７３】
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【表７４】

【０７５５】
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【表７５】
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【表７６】

【０７５６】
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【表７７】
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【表７８】

【０７５７】
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【表７９】
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【表８０】

１記載される化合物の実験手順に従って合成した；
２化合物をラセミ混合物として単離した；
３化合物を単一のエナンチオマーとして単離した。
【０７５８】
分析データ
　実施例３２６～３４４の化合物の、１Ｈ　ＮＭＲデータ（Ｖａｒｉａｎ　Ｉｎｏｖａ５
００分光計、Ｍｅｒｃｕｒｙ４００分光計、またはＶａｒｉａｎ（もしくはＭｅｒｃｕｒ
ｙ）３００分光計）およびＬＣＭＳ質量スペクトルデータ（ＭＳ）を、以下の表９に示す
。
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【表８１】

【０７５９】
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【表８２】

【表８３】

【０７６０】
実施例３１０および３１１：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラ
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ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－
メチルフェニル｝ピロリジン－２－オンのジアステレオマー
【化３３０】

【０７６１】
ステップ１：　１－（５－クロロ－２－エトキシ－３－ヨード－４－メチルフェニル）エ
タノール
出発物質として、ｔｅｒｔ－ブチル３－（３－アセチル－５－クロロ－６－シアノ－２－
エトキシフェニル）アゼチジン－１－カルボキシレートの代りに１－（５－クロロ－２－
エトキシ－３－ヨード－４－メチルフェニル）エタノンを使用し、実施例２１２、ステッ
プ４（ラセミ混合物）の手順に従って、所望の化合物を、エナンチオマーの９６：４混合
物として、収率９４％で調製した（ＲＴ＝３．５６分間および４．２８分間；キラルテク
ノロジー社（Chiral Technologies）ＣｈｉｒａｌＰａｋ　ＡＤ－Ｈカラム、２０ｘ２５
０ｍｍ、５ミクロン粒径、１ｍｌ／分にて、ヘキサン中５％エタノールで溶出）。Ｃ１１

Ｈ１３ＣｌＩＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ－（ＯＨ））＋計算値：ｍ／ｚ＝３２３．０；実
測値：３２２．９。
【０７６２】
ステップ２：　１－［１－（５－クロロ－２－エトキシ－３－ヨード－４－メチルフェニ
ル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
　出発物質として、ｔｅｒｔ－ブチル３－［３－クロロ－２－シアノ－６－エトキシ－５
－（１－ヒドロキシエチル）フェニル］アゼチジン－１－カルボキシレートの代りに１－
（５－クロロ－２－エトキシ－３－ヨード－４－メチルフェニル）エタノール（ステップ
１からの９６：４混合物）を使用し、実施例２１２、ステップ５の手順に従って、所望の
化合物を、単一のエナンチオマーとして、収率３２％で調製した（所望のピーク１、保持
時間＝３．３９分間；ＣｈｉｒａｌＰａｋ　ＩＡカラム、２０ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン
粒径、１８ｍｌ／分にてヘキサン中３％エタノールで溶出）。Ｃ１７Ｈ２０ＣｌＩＮ５Ｏ
についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４７２．０；実測値：４７２．０。
【０７６３】
ステップ３：　メチル（２Ｅ）－３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６
－メチルフェニル｝アクリレート
　封管中のアセトニトリル（７．４ｍＬ）中の１－［１－（５－クロロ－２－エトキシ－
３－ヨード－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－４－アミン（ステップ２からの、ピーク１の単一異性体）（０．６１ｇ、
１．３ｍｍｏｌ）懸濁液を、窒素で脱気し、トリフェニルホスフィン（０．０４８ｇ、０
．１８ｍｍｏｌ）、メチルアクリレート（０．４１ｍＬ、４．５ｍｍｏｌ）、および酢酸
パラジウム（０．０２９ｇ、０．１３ｍｍｏｌ）で処理し、その後トリエチルアミン（０
．５４ｍＬ、３．９ｍｍｏｌ）で処理し、１００℃で１６時間加熱した。反応混合物を室
温まで冷却し、濾過し、固体をアセトニトリルで洗浄した。濾液を残渣になるまで濃縮し
た。粗物質を、ヘキサン中酢酸エチル（３％メタノールを含有）（０％～１００％）を使
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用する、フラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製して、所望の生成物（０．４０
ｇ、７２％）を得た。Ｃ２１Ｈ２５ＣｌＮ５Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値
：ｍ／ｚ＝４３０．２；実測値：４３０．２。
【０７６４】
ステップ４：　メチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフ
ェニル｝－４－ニトロブタノエ－トのジアステレオマー
　ニトロメタン（６．３ｍＬ）中のメチル（２Ｅ）－３－｛３－［１－（４－アミノ－３
－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ
－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝アクリレート（０．４０ｇ、０．９３ｍｍｏｌ）
溶液を、１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エン（０．１４ｍＬ、０
．９３ｍｍｏｌ）で処理し、９０℃で２２時間撹拌した。反応混合物を濃縮し、メタノー
ルで希釈し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、流量６０ｍＬ／分にて、０
．１％トリフルオロ酢酸を含む、水中アセトニトリルの濃度勾配で溶出）により精製した
。ＬＣＭＳ画分を濃縮してアセトニトリルを除去し、固体の炭酸水素ナトリウムで処理し
、酢酸エチル中に抽出した。酢酸エチルを濃縮し、ジアステレオマーの混合物として、所
望の生成物（０．２２ｇ、４８％）を得た。Ｃ２２Ｈ２８ＣｌＮ６Ｏ５についてのＬＣＭ
Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４９１．２；実測値：４９１．２。
【０７６５】
ステップ５：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝ピロリジン－２－オンのジアステレオマー
　メタノール（１．３ｍＬ）中のメチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１
Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキ
シ－６－メチルフェニル｝－４－ニトロブタノエ－ト（０．０８９ｇ、０．１８ｍｍｏｌ
）溶液を、塩化ニッケル六水和物（０．０８７ｇ、０．３６ｍｍｏｌ）で処理し、５分間
撹拌した。反応混合物を０℃まで冷却し、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．０７３ｇ
、１．９ｍｍｏｌ）で、４回に分けて処理し、室温で３０分間撹拌した。反応混合物を６
０℃で１．５時間加熱し、室温まで冷却し、飽和炭酸水素ナトリウム溶液（１０ｍＬ）お
よびジクロロメタン（２５ｍＬ）で希釈し、セライトを通して濾過した。セライトを、ジ
クロロメタンで洗浄し、濾液を分液漏斗に移した。有機層を分離し、ブラインで洗浄し、
硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、残渣になるまで濃縮した。粗残渣をメタノールで希釈
し、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％
水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所
望のピーク１のジアステレオマー（１６ｍｇ、２１％）およびピーク２のジアステレオマ
ー（１９ｍｇ、２４％）を得た。ピーク１（化合物３１０）：１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨ
ｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１０（ｓ、１Ｈ）、７．８９（ｓ、１Ｈ）、７．３４（
ｓ、１Ｈ）、６．２１（ｑ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、１Ｈ）、４．３８－４．２２（ｍ、１Ｈ）
、３．９３－３．８０（ｍ、１Ｈ）、３．７９－３．６７（ｍ、１Ｈ）、３．６５－３．
５５（ｍ、１Ｈ）、３．２８－３．２０（ｍ、１Ｈ）、２．５４（ｓ、３Ｈ）、２．２９
（ｄｄ、Ｊ＝１７．５、８．３Ｈｚ、１Ｈ）、２．２１（ｓ、３Ｈ）、１．７０（ｄ、Ｊ
＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、１．４０（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２１Ｈ２６ＣｌＮ６

Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２９．２；実測値：４２９．２
。ピーク２（化合物３１１）：１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８
．１１（ｓ、１Ｈ）、７．８９（ｓ、１Ｈ）、７．３３（ｓ、１Ｈ）、６．２０（ｑ、Ｊ
＝７．１Ｈｚ、１Ｈ）、４．３８－４．２２（ｍ、１Ｈ）、３．９０－３．６８（ｍ、２
Ｈ）、３．６５－３．５６（ｍ、１Ｈ）、３．２８－３．１７（ｍ、１Ｈ）、２．５４（
ｓ、３Ｈ）、２．３２（ｄｄ、Ｊ＝１７．３、８．５Ｈｚ、１Ｈ）、２．２１（ｓ、３Ｈ
）、１．６９（ｄ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、１．３９（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）。
についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値Ｃ２１Ｈ２６ＣｌＮ６Ｏ２：ｍ／ｚ＝４２９．２
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；実測値：４２９．２。
【０７６６】
実施例３２３：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（２－オキソ－１，
３－オキサゾリジン－５－イル）ベンゾニトリル
【化３３１】

【０７６７】
ステップ１：　４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－ビニルベンゾニトリル
　１，４－ジオキサン（２０ｍＬ）および水（１０ｍＬ）中の４－アセチル－６－クロロ
－３－エトキシ－２－ヨードベンゾニトリル（１．３ｇ、３．６ｍｍｏｌ）、４，４，５
，５－テトラメチル－２－ビニル－１，３，２－ジオキサボロラン（７４０μＬ、４．３
ｍｍｏｌ）、［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウ
ム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（１００ｍｇ、０．２０ｍｍｏｌ）およ
び炭酸カリウム（１．５ｇ、１１ｍｍｏｌ）混合物を、８０℃で一晩加熱した。混合物を
室温まで冷却し、酢酸エチルで抽出した。抽出物をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで
乾燥し、濾過し、濃縮した。ヘキサン中酢酸エチル（０～２０％）を使用するシリカゲル
での精製により、所望の化合物、７８０ｍｇ、８７％を得た。Ｃ１３Ｈ１３ＣｌＮＯ２に
ついてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２５０．１；実測値：２５０．１。１Ｈ
　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　７．７８（ｓ、１Ｈ）、６．８３（
ｍ、１Ｈ）、６．１０（ｍ、１Ｈ）、５．８３（ｍ、１Ｈ）、３．８４（ｍ、２Ｈ）、２
．５８（ｓ、３Ｈ）、１．２２（ｍ、３Ｈ）。
【０７６８】
ステップ２：　ｔｅｒｔ－ブチル［２－（３－アセチル－５－クロロ－６－シアノ－２－
エトキシフェニル）－２－ヒドロキシエチル］カルバメート
　水中０．２Ｍのオスミウムテトラオキシド（０．５ｍＬ）を、アセトニトリル（１０ｍ
Ｌ）中のｔｅｒｔ－ブチル［（４－クロロベンゾイル）オキシ］カルバメート（参考文献
：Lawrence Harris, J. Org.Chem, 2011, 76, 358-372）（０．９１ｇ、３．３ｍｍｏｌ
）溶液に添加し、１０分間撹拌した。アセトニトリル（１０ｍＬ）中溶液としての４－ア
セチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－ビニルベンゾニトリル（０．５６ｇ、２．２ｍ
ｍｏｌ）を、カルバメート溶液に添加し、その後水（２ｍＬ）を添加し、反応物を室温で
３時間撹拌した。反応物を、水中の飽和１０Ｍ二亜硫酸二カリウム（１２ｍＬ）でクエン
チし、５分間撹拌した。水を添加し、反応混合物を酢酸エチルで抽出した。抽出物を、飽
和炭酸水素ナトリウム溶液、ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発
させた。ヘキサン中酢酸エチル（０～１００％）を使用するシリカゲルでの精製により、
ラセミ混合物として、所望の化合物、６１０ｍｇ、７２％を得た。Ｃ１８Ｈ２４ＣｌＮ２

Ｏ５についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３８３．１；実測値：３８３．１
。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　７．６２（ｓ、１Ｈ）、７．
０３（ｂｒｓ、１Ｈ）、５．６８（ｂｒｓ、１Ｈ）、３．９６（ｍ、１Ｈ）、３．６９（
ｍ、１Ｈ）、３．３１（ｍ、１Ｈ）、３．１９（ｍ、１Ｈ）、２．６０（ｓ、３Ｈ）、１
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．３０（ｍ、１２Ｈ）。
【０７６９】
ステップ３：　４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－（２－オキソ－１，３－
オキサゾリジン－５－イル）ベンゾニトリル
　ｔｅｒｔ－ブチル［２－（３－アセチル－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェ
ニル）－２－ヒドロキシエチル］カルバメート（２９０ｍｇ、０．７６ｍｍｏｌ）（ステ
ップ２からのラセミ混合物）を、１，４－ジオキサン中４．０Ｍの塩化水素（６．１ｍＬ
）で１５分間処理し、混合物を蒸発させた。残渣を、テトラヒドロフラン（２．３ｍＬ）
およびＮ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（０．６６ｍＬ、３．８ｍｍｏｌ）中に溶解
した。Ｎ，Ｎ－カルボニルジイミダゾール（２５０ｍｇ、１．５ｍｍｏｌ）を添加し、反
応混合物を、７０℃で一晩還流させた。反応混合物を蒸発させた。ヘキサン中酢酸エチル
（０～１００％）を使用するシリカゲルでの精製により、ラセミ混合物として、所望の化
合物、１１０ｍｇ、４７％を得た。Ｃ１４Ｈ１４ＣｌＮ２Ｏ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０９．１；実測値：３０９．１。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ
、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．００（ｂｒｓ、１Ｈ）、７．９３（ｓ、１Ｈ）、５．９
９（ｍ、１Ｈ）、３．８９（ｍ、１Ｈ）、３．８１（ｍ、２Ｈ）、３．５２（ｍ、１Ｈ）
、２．５８（ｓ、３Ｈ）、１．２３（ｍ、３Ｈ）。
【０７７０】
ステップ４：　６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）－２－（２－
オキソ－１，３－オキサゾリジン－５－イル）ベンゾニトリル
　テトラヒドロホウ酸ナトリウム（１９ｍｇ、０．５０ｍｍｏｌ）を、メタノール（１．
６ｍＬ、３８ｍｍｏｌ）中の４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－（２－オキ
ソ－１，３－オキサゾリジン－５－イル）ベンゾニトリル（１００ｍｇ、０．３４ｍｍｏ
ｌ）（ステップ３からのラセミ混合物）混合物に、０℃で添加し、反応混合物を室温で１
０分間撹拌し、蒸発させた。残渣を酢酸エチルで希釈し、１ＮのＨＣｌ、ブラインで洗浄
し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮し、４つのジアステレオマーの混合物として
、所望の化合物、５８ｍｇ、５５％を得た。Ｃ１４Ｈ１６ＣｌＮ２Ｏ４についてのＬＣＭ
Ｓ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３１１．１；実測値：３１１．１。
【０７７１】
ステップ５：　６－クロロ－４－（１－クロロエチル）－３－エトキシ－２－（２－オキ
ソ－１，３－オキサゾリジン－５－イル）ベンゾニトリル
　塩化メチレン（１ｍＬ）中の６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル
）－２－（２－オキソ－１，３－オキサゾリジン－５－イル）ベンゾニトリル（５８ｍｇ
、０．１９ｍｍｏｌ）（ステップ４からの４つのジアステレオマーの混合物）、Ｎ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド（３６μＬ）混合物に、塩化チオニル（４０．μＬ、０．５６ｍｍ
ｏｌ）を添加し、混合物を室温で２０分間撹拌した。混合物を塩化メチレンで希釈し、飽
和炭酸水素ナトリウム、水、ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮
し、４つのジアステレオマーの混合物として、所望の化合物、５５ｍｇ、９１％を得た。
Ｃ１４Ｈ１５Ｃｌ２Ｎ２Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２９．
０；実測値：３２９．１。
【０７７２】
ステップ６：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（２－オキソ－１，３
－オキサゾリジン－５－イル）ベンゾニトリル
　炭酸セシウム（０．１１ｇ、０．３４ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（
０．９１ｍＬ）中の３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン
（３０ｍｇ、０．２０ｍｍｏｌ）（ステップ５からの４つのジアステレオマーの混合物）
混合物に添加し、１０分間撹拌した。混合物に、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１．０
ｍＬ）中の６－クロロ－４－（１－クロロエチル）－３－エトキシ－２－（２－オキソ－
１，３－オキサゾリジン－５－イル）ベンゾニトリル（５６ｍｇ、０．１７ｍｍｏｌ）を
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添加し、反応物を９０℃で１時間撹拌した。ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カ
ラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／
水の濃度勾配で溶出）を使用する、分取ＬＣＭＳ（ｐＨ１０）により精製し、ピーク１（
２つのジアステレオマーのラセミ混合物）として、所望の化合物を得た。Ｃ２０Ｈ２１Ｃ
ｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４２．１；実測値：４４
２．１。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．１７（ｓ、１Ｈ）
、８．００（ｂｒｓ、１Ｈ）、７．７９（ｓ、１Ｈ）、６．２５（ｍ、１Ｈ）、５．９２
（ｍ、１Ｈ）、３．９０（ｍ、３Ｈ）、３．５７（ｍ、１Ｈ）、２．５８（ｓ、３Ｈ）、
１．７５（ｍ、３Ｈ）、１．４０（ｍ、３Ｈ）；ピーク２（２つのジアステレオマーのラ
セミ混合物）：
Ｃ２０Ｈ２１ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４２．１
；実測値：４４２．１。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．１
２（ｓ、１Ｈ）、８．００（ｂｒｓ、１Ｈ）、７．７１（ｓ、１Ｈ）、６．２３（ｍ、１
Ｈ）、５．９６（ｍ、１Ｈ）、３．８５（ｍ、３Ｈ）、３．５８（ｍ、１Ｈ）、２．５８
（ｓ、３Ｈ）、１．７５（ｍ、３Ｈ）、１．４０（ｍ、３Ｈ）。
【０７７３】
　Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｘセルロース－１、２１．２ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン粒
径、１８ｍＬ／分にて、ヘキサン中２０％エタノールを使用する、ピーク２（２つのジア
ステレオマーのラセミ混合物）のキラル精製により、ピーク３およびピーク４を得た。ピ
ーク３、保持時間＝１２．２２分間（単一のエナンチオマー）：Ｃ２０Ｈ２１ＣｌＮ７Ｏ

３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４２．１；実測値：４４２．１。
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．１２（ｓ、１Ｈ）、７．９
８（ｂｒｓ、１Ｈ）、７．７１（ｓ、１Ｈ）、６．２３（ｍ、１Ｈ）、５．９６（ｍ、１
Ｈ）、３．８５（ｍ、３Ｈ）、３．５８（ｍ、１Ｈ）、２．５８（ｓ、３Ｈ）、１．７５
（ｍ、３Ｈ）、１．４０（ｍ、３Ｈ）。ピーク４、保持時間＝１６．２５分間（単一のエ
ナンチオマー）。Ｃ２０Ｈ２１ＣｌＮ７Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝４４２．１；実測値：４４２．１。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６
）：　δ　８．１２（ｓ、１Ｈ）、７．９８（ｂｒｓ、１Ｈ）、７．７１（ｓ、１Ｈ）、
６．２３（ｍ、１Ｈ）、５．９６（ｍ、１Ｈ）、３．８５（ｍ、３Ｈ）、３．５８（ｍ、
１Ｈ）、２．５８（ｓ、３Ｈ）、１．７５（ｍ、３Ｈ）、１．４０（ｍ、３Ｈ）。
【０７７４】
実施例３２４：　６－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
ル｝モルホリン－３－オン
【化３３２】

【０７７５】
ステップ１：　１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ビニルフェニル）エ
タノン
　１，４－ジオキサン（６０ｍＬ）および水（３０ｍＬ）中の１－（３－ブロモ－５－ク
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ロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エタノン（２．６ｇ、９．５ｍｍｏｌ）、４
，４，５，５－テトラメチル－２－ビニル－１，３，２－ジオキサボロラン（１．９ｍＬ
、１１ｍｍｏｌ）、［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパ
ラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（４００ｍｇ、０．５ｍｍｏｌ）
および炭酸カリウム（４．０ｇ、２９ｍｍｏｌ）混合物。得られた混合物を、８０℃で３
時間加熱した。混合物を室温まで冷却し、酢酸エチルで抽出した。ヘキサン中酢酸エチル
（０～２０％）を使用するシリカゲルでの精製により、所望の化合物、２．０ｇ、９４％
を得た。Ｃ１２Ｈ１４ＣｌＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２２５
．１；実測値：２２５．１。
【０７７６】
ステップ２：　ｔｅｒｔ－ブチル［２－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６
－メチルフェニル）－２－ヒドロキシエチル］カルバメート
　水中０．２Ｍのオスミウムテトラオキシド（１ｍＬ）を、アセトニトリル（２２ｍＬ）
中のｔｅｒｔ－ブチル［（４－クロロベンゾイル）オキシ］カルバメート（２．０ｇ、７
．２ｍｍｏｌ）（参考文献： Lawrence Harris, J. Org.Chem, 2011, 76, 358-372）溶液
に添加し、１０分間撹拌した。アセトニトリル（２２ｍＬ）中溶液としての１－（５－ク
ロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ビニルフェニル）エタノン（１．１ｇ、４．８ｍ
ｍｏｌ）を、カルバメート溶液に添加し、その後水（５ｍＬ）を添加した。反応物を、室
温で３時間撹拌した。反応物を水中の飽和１０Ｍ二亜硫酸二カリウム（２５ｍＬ）でクエ
ンチし、５分間撹拌した。水を反応物に添加し、混合物を酢酸エチルで抽出した。有機抽
出物を、飽和炭酸水素ナトリウム溶液、ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、減
圧下で蒸発させた。ヘキサン中酢酸エチル（０～１００％）を使用するシリカゲルでの精
製により、ラセミ混合物として、所望の化合物、１．２ｇ、６９％を得た。Ｃ１７Ｈ２４

ＣｌＮＯ５ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３８０．１；実測値
：３８０．１。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　７．４８（ｓ、
１Ｈ）、６．８０（ｍ、１Ｈ）、５．５０（ｂｒｓ、１Ｈ）、５．２０（ｂｒｓ、１Ｈ）
、３．８３（ｓ、３Ｈ）、３．３２（ｍ、１Ｈ）、３．２２（ｍ、１Ｈ）、２．５９（ｓ
、３Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、１．３２（ｓ、９Ｈ）。
【０７７７】
キラル精製（ＣｈｉｒａｌＰａｋ　ＡＤ－Ｈ、２０ｘ２５０ｍｍ（キラルテクノロジー社
（Chiral Technologies））、５ミクロン粒径、流量１８ｍＬ／分にて、ヘキサン中８％
エタノールを使用）により、ピーク１（単一のエナンチオマー）（保持時間＝９．８６分
間）およびピーク２（単一のエナンチオマー）（保持時間＝１１．４７分間）を得た。
【０７７８】
ステップ３：　Ｎ－［２－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル）－２－ヒドロキシエチル］－２－クロロアセトアミド
　ｔｅｒｔ－ブチル［２－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル）－２－ヒドロキシエチル］カルバメート（１７０ｍｇ、０．４７ｍｍｏｌ）（ステ
ップ２からのピーク１）を、１，４－ジオキサン中４．０Ｍの塩化水素（１２ｍＬ）で１
５分間処理した。溶媒を蒸発させ、塩化メチレン（６ｍＬ）およびトリエチルアミン（２
００μＬ、１．４ｍｍｏｌ）を添加し、混合物を０℃まで冷却した。塩化クロロアセチル
（４５μＬ、０．５６ｍｍｏｌ）を、ゆっくりと添加し、０℃で１０分間撹拌した。溶媒
を乾燥するまで蒸発させた。水を添加し、混合物を酢酸エチルで抽出した。合わせた抽出
物を、ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濃縮し、単一のエナンチオマーとし
て、粗残渣を得た。Ｃ１４Ｈ１７Ｃｌ２ＮＯ４ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝３５６．１；実測値：３５６．１。
【０７７９】
ステップ４：　６－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）
モルホリン－３－オン
　０℃に冷却したテトラヒドロフラン（４ｍＬ）中のＮ－［２－（３－アセチル－５－ク
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ロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－２－ヒドロキシエチル］－２－クロロアセ
トアミド（１７０ｍｇ、０．５０ｍｍｏｌ）（ステップ３からの単一のエナンチオマー）
溶液に、水素化ナトリウム（鉱物油中６０％分散物；３９ｍｇ、１．０ｍｍｏｌ）混合物
を添加し、１時間撹拌した。反応物を水でクエンチし、酢酸エチルで抽出した。合わせた
抽出物を、ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濃縮し、単一のエナンチオマー
として、粗残渣、６１ｍｇ、４１％を得た。Ｃ１４Ｈ１７ＣｌＮＯ４についてのＬＣＭＳ
（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２９８．１；実測値：２９８．１。
【０７８０】
ステップ５：　６－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－
メチルフェニル］モルホリン－３－オン
　メタノール（２ｍＬ）中の６－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチ
ルフェニル）モルホリン－３－オン（２７ｍｇ、０．０９０ｍｍｏｌ）（ステップ４から
の単一のエナンチオマー）溶液に、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（６．８ｍｇ、０．１
８ｍｍｏｌ）を、０℃で添加し、１時間撹拌した。分取ＬＣＭＳ（ｐＨ１０）により精製
し、２つのジアステレオマーのラセミ混合物として、所望の化合物、２０ｍｇ、７６％を
得た。Ｃ１４Ｈ１７ＣｌＮＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ－ＯＨ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２８
２．１；実測値：２８２．１。
【０７８１】
ステップ６：　６－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチ
ルフェニル］モルホリン－３－オン
　塩化チオニル（１５μＬ、０．２１ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（
１０．０μＬ）混合物を、室温で１０分間撹拌した。塩化メチレン（１．０ｍＬ）中の６
－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］
モルホリン－３－オン（１９．０ｍｇ、０．０６３４ｍｍｏｌ）（ステップ５からの２つ
のジアステレオマーのラセミ混合物）溶液を添加し、混合物を室温で一晩撹拌した。混合
物を塩化メチレンで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム、水、ブラインで洗浄し、硫酸ナト
リウムで乾燥し、濾過し、濃縮し、２つのジアステレオマーのラセミ混合物として、所望
の化合物、１９ｍｇ、９４％を得た。Ｃ１４Ｈ１７ＣｌＮＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ－
Ｃｌ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２８２．１；実測値：２８２．１。
【０７８２】
ステップ７：　６－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝モルホリン－３－オン
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．１９ｍＬ）中の６－［３－クロロ－５－（１－ク
ロロエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］モルホリン－３－オン（１９．０ｍ
ｇ、０．０５９７ｍｍｏｌ）（ステップ６からの２つのジアステレオマーのラセミ混合物
）３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１１ｍｇ、０．
０７２ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（２９ｍｇ、０．０９０ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウ
ム（０．９９ｍｇ、０．００６ｍｍｏｌ）混合物を、１４０℃で１時間加熱した。混合物
をエーテルで希釈し、水で洗浄し、濃縮し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カ
ラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／
水の濃度勾配で溶出）を使用する分取ＬＣＭＳ（ｐＨ１０）により精製して、以下を得た
：２．５ｍｇ、１０％のピーク１（単一のエナンチオマー、保持時間１０．１５分間）：
Ｃ２０Ｈ２４ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３１．２
；実測値：４３１．１；および２．７ｍｇ、１０％のピーク２（単一のエナンチオマー、
保持時間１０．７６分間）：Ｃ２０Ｈ２４ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋

計算値：ｍ／ｚ＝４３１．２；実測値：４３１．１。
【０７８３】
実施例３２５：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
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ル｝－１，３－オキサゾリジン－２－オン
【化３３３】

【０７８４】
ステップ１：　５－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）
－１，３－オキサゾリジン－２－オン
　テトラヒドロフラン（２．５ｍＬ）中のtｅｒｔ－ブチル［２－（３－アセチル－５－
クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－２－ヒドロキシエチル］カルバメート（
１４０ｍｇ、０．４０ｍｍｏｌ）（ピーク１、ステップ２、実施例３２４からの単一のエ
ナンチオマー）に、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（０．３５ｍＬ、２．０ｍｍｏ
ｌ）およびＮ，Ｎ－カルボニルジイミダゾール（１３０ｍｇ、０．８０ｍｍｏｌ）を添加
した。反応物を７０℃で１０分間還流させた。反応物を乾燥するまで蒸発させた。ヘキサ
ン中酢酸エチル（０～５０％）を使用するシリカゲルでの精製により、単一のエナンチオ
マーとして、所望の化合物、７８ｍｇ、６９％を得た。Ｃ１３Ｈ１５ＣｌＮＯ４について
のＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２８４．１；実測値：２８４．１。
【０７８５】
ステップ２：　５－［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－
メチルフェニル］－１，３－オキサゾリジン－２－オン
　メタノール（１ｍＬ）中の５－（３－アセチル－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチ
ルフェニル）－１，３－オキサゾリジン－２－オン（２１ｍｇ、０．０７２ｍｍｏｌ）（
ステップ１からの単一のエナンチオマー）溶液に、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（５．
５ｍｇ、０．１４ｍｍｏｌ）を０℃で添加した。混合物を０℃で１時間撹拌した。それを
メタノールで希釈し、ｐＨ１０緩衝液を使用する分取ＬＣＭＳで精製し、２つのジアステ
レオマーのラセミ混合物として、所望の化合物、１７ｍｇ、８３％を得た。Ｃ１３Ｈ１５

ＣｌＮＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ－ＯＨ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２６８．１；実測値：２
６８．１。
【０７８６】
ステップ３：　５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチ
ルフェニル］－１，３－オキサゾリジン－２－オン
　塩化シアヌル（１６ｍｇ、０．０８４ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
（１５μＬ）混合物を、室温で１０分間撹拌した。塩化メチレン（０．３ｍＬ）中の５－
［３－クロロ－５－（１－ヒドロキシエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］－
１，３－オキサゾリジン－２－オン（１６ｍｇ、０．０５６ｍｍｏｌ）（ステップ２から
の２つのジアステレオマーのラセミ混合物）溶液を添加し、反応物を室温で一晩撹拌した
。塩化チオニル（１２μＬ、０．１７ｍｍｏｌ）を添加し、１０分間撹拌した。混合物を
塩化メチレンで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム、水、ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウ
ムで乾燥し、濾過し、濃縮し、２つのジアステレオマーのラセミ混合物として、所望の化
合物、１７ｍｇ、１００％を得た。Ｃ１３Ｈ１６Ｃｌ２ＮＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０４．０；実測値：３０４．１。
【０７８７】
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ステップ４：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル
｝－１，３－オキサゾリジン－２－オン
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．１８ｍＬ）中の５－［３－クロロ－５－（１－ク
ロロエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］－１，３－オキサゾリジン－２－オ
ン（１７ｍｇ、０．０５６ｍｍｏｌ）（ステップ３からの２つのジアステレオマーのラセ
ミ混合物）、３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（１０
ｍｇ、０．０６７ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（２７ｍｇ、０．０８４ｍｍｏｌ）およびヨ
ウ化カリウム（０．９３ｍｇ、０．００５６ｍｍｏｌ）混合物を、１４０℃で１時間加熱
した。混合物をエーテルで希釈し、水で洗浄し、濃縮し、分取ＬＣＭＳ（ｐＨ１０）によ
り精製し、２つのジアステレオマーのラセミ混合物として、所望の化合物、２．２ｍｇ、
９％を得た。Ｃ１９Ｈ２２ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝４１７．１；実測値：４１７．１。
【０７８８】
実施例３４５～３４８：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フル
オロフェニル｝ピロリジン－２－オンのジアステレオマー
【化３３４】

【０７８９】
ステップ１：　１－（５－クロロ－２－エトキシ－３－ヨード－４－メチルフェニル）エ
タノール
【化３３５】

　トルエン（１９０ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－ヨ
ードフェニル）エタノン（２０．０ｇ、５８．４ｍｍｏｌ；実施例２１２、ステップ１）
および１，２－エタンジオール（６．５ｍＬ、１２０ｍｍｏｌ）溶液を、ｐ－トルエンス
ルホン酸一水和物（１．１ｇ、５．８ｍｍｏｌ）で処理した。フラスコに、ふるいで満た
されたディーンスタークトラップを備えつけ、３時間還流させた。反応混合物を冷却し、
氷冷飽和炭酸水素ナトリウム溶液（２５０ｍＬ）に添加し、酢酸エチルで抽出した。有機
層をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製の橙色の油
を得た。粗物質を、ヘキサン中酢酸エチル（０％～２０％）を使用するフラッシュカラム
クロマトグラフィーにより精製して、所望の生成物（２２ｇ、９９％）を得た。Ｃ１２Ｈ

１４ＣｌＦＩＯ3についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３８７．０；実測値
：３８６．９。
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【０７９０】
ステップ２：　エチル（２Ｅ）－３－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－５－
（２－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イル）フェニル］アクリレート
【化３３６】

　１，４－ジオキサン（２３０ｍＬ）および水（１１０ｍＬ）中の２－（５－クロロ－２
－エトキシ－４－フルオロ－３－ヨードフェニル）－２－メチル－１，３－ジオキソラン
（２２ｇ、５８ｍｍｏｌ）（ステップ１より）、エチル（２Ｅ）－３－（４，４，５，５
－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）アクリレート（１６ｍＬ、
７０ｍｍｏｌ）、および炭酸カリウム（２４ｇ、１７０ｍｍｏｌ）混合物を、窒素で１０
分間脱気した。反応混合物を［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジ
クロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯体（１：１）（２．４ｇ、２．９ｍｍ
ｏｌ）で処理し、窒素でさらに１０分間脱気し、８０℃で２時間加熱した。反応混合物を
セライトを通して濾過し、酢酸エチル（３００ｍＬ）で洗浄した。濾液を水（４００ｍＬ
）中に注ぎ入れた。水層を分離し、追加の酢酸エチル（３００ｍＬ）で抽出した。合わせ
た有機抽出物をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、未精製
の褐色固体を得た。粗物質を、ヘキサン中酢酸エチル（０％～３０％）を使用するフラッ
シュカラムクロマトグラフィーにより精製して、所望の生成物（２０ｇ、９６％）を得た
。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）　δ　７．７４（ｄ、Ｊ＝１６．５Ｈｚ、
１Ｈ）、７．５６（ｄ、Ｊ＝８．６Ｈｚ、１Ｈ）、６．７０（ｄｄ、Ｊ＝１６．５、０．
９Ｈｚ、１Ｈ）、４．２６（ｑ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、２Ｈ）、４．１０－３．９９（ｍ、２
Ｈ）、３．９１（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、２Ｈ）、３．８７－３．７６（ｍ、２Ｈ）、１．
７３（ｓ、３Ｈ）、１．４４（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、１．３３（ｔ、Ｊ＝７．１
Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ１７Ｈ２１ＣｌＦＯ５についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝３５９．１；実測値：３５９．１。
【０７９１】
ステップ３：　エチル３－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－５－（２－メチ
ル－１，３－ジオキソラン－２－イル）フェニル］－４－ニトロブタノエ－ト
【化３３７】

　ニトロメタン（１００ｍＬ）中のエチル（２Ｅ）－３－［３－クロロ－６－エトキシ－
２－フルオロ－５－（２－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イル）フェニル］アクリ
レート（１０ｇ、２８ｍｍｏｌ）（ステップ２より）溶液を、１，８－ジアザビシクロ［
５．４．０］ウンデカ－７－エン（４．６ｍＬ、３１ｍｍｏｌ）で処理し、６０℃で１５
時間撹拌した。反応混合物を水（４００ｍＬ）中に注ぎ入れ、酢酸エチルで抽出した（２
ｘ３００ｍＬ）。合わせた有機抽出物をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾
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過し、濃縮して、未精製の橙色の油を得た。粗物質を、ヘキサン中酢酸エチル（０％～３
０％）を使用する、フラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製し、エナンチオマー
の混合物として、所望の生成物（１０．４ｇ、８９％）を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（４００Ｍ
Ｈｚ、ＣＤＣｌ３）　δ　７．５２（ｄ、Ｊ＝９．１Ｈｚ、１Ｈ）、４．８２（ｄｄｄ、
Ｊ＝１２．５、７．６、１．４Ｈｚ、１Ｈ）、４．６８（ｄｄ、Ｊ＝１２．５、７．２Ｈ
ｚ、１Ｈ）、４．５４－４．４０（ｍ、１Ｈ）、４．１５－３．９０（ｍ、６Ｈ）、３．
８９－３．７５（ｍ、２Ｈ）、２．８５（ｄｄｄ、Ｊ＝１６．０、８．６、１．４Ｈｚ、
１Ｈ）、２．７３（ｄｄ、Ｊ＝１６．１、６．２Ｈｚ、１Ｈ）、１．７０（ｓ、３Ｈ）、
１．４７（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、１．２１（ｔ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ１

８Ｈ２４ＣｌＦＮＯ７についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４２０．１；実
測値：４２０．１。
【０７９２】
ステップ４：　エナンチオマー：４－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－５－
（２－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イル）フェニル］ピロリジン－２－オン

【化３３８】

　エタノール（１６ｍＬ）中のエチル３－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－
５－（２－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イル）フェニル］－４－ニトロブタノエ
－ト（１．０ｇ、２．４ｍｍｏｌ）（ステップ３より）懸濁液を温めて、固体を溶解した
。溶液を周囲温度まで再度冷却し、窒素で脱気し、水中の２８００ラネーニッケルのスラ
リー（１．５ｍＬ）で処理した。反応混合物を窒素で再度脱気し、水素のバルーンで３時
間水素化した。反応混合物を、セライトを通して濾過し、濃縮して、中間体アミノエステ
ル（０．９３ｇ、１００％）を得た。中間体アミノエステルを、トルエン（１２ｍＬ）中
に溶解し、１１０℃で１２時間加熱した。反応混合物を周囲温度まで冷却し、その時点で
、溶液から固体が沈殿した。この混合物を０℃まで冷却し、３０分間撹拌し、濾過し、冷
トルエンで洗浄し、乾燥し、エナンチオマーの混合物として、所望の生成物（０．６１ｇ
、７５％）を得た。Ｃ１６Ｈ２０ＣｌＦＮＯ４についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝３４４．１；実測値：３４４．１。エナンチオマーの混合物を、キラルＨＰＬＣ
により分離し、ピーク１およびピーク２として、個々のエナンチオマーを得た（それぞれ
、ＲＴ＝５．３９分間および７．０１分間；Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＬｕｘセルロースＣ
－１、２１．２ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン粒径、１８ｍＬ／分にて、ヘキサン中２０％エ
タノールで溶出）。
【０７９３】
ステップ５：　４－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル
）ピロリジン－２－オンのエナンチオマー
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【化３３９】

　ステップ４からの、分離されたエナンチオマーを、それぞれ個別に、最終化合物へと処
理した。メタノール（１７ｍＬ）中の４－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－
５－（２－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イル）フェニル］ピロリジン－２－オン
（１．７ｇ、５．０ｍｍｏｌ）（ステップ４より）溶液を、水中６．０Ｍの塩化水素（１
１ｍＬ、６９ｍｍｏｌ）で液滴処理し、２０℃で３０分間撹拌した。反応混合物を氷冷飽
和炭酸水素ナトリウム溶液（７５ｍｌ）に滴加し、酢酸エチルで抽出した（２ｘ１００ｍ
ｌ）。合わせた有機抽出物をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮
して、所望の生成物を得［ピーク１より（１．５ｇ、９９％）；ピーク２より（１．５ｇ
、９９％）］それをさらに精製することなく使用した。ピーク１より：１Ｈ　ＮＭＲ（４
００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　７．８４（ｓ、１Ｈ）、７．７０（ｄ、Ｊ＝８．６
Ｈｚ、１Ｈ）、４．１６－３．９９（ｍ、１Ｈ）、３．８３（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、２Ｈ
）、３．６５－３．５４（ｍ、１Ｈ）、３．３０－３．２３（ｍ、１Ｈ）、２．５５（ｓ
、３Ｈ）、２．３３（ｄｄ、Ｊ＝１６．８、８．４Ｈｚ、１Ｈ）、１．３０（ｔ、Ｊ＝７
．０Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ１４Ｈ１６ＣｌＦＮＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝３００．１；実測値：３００．０。ピーク２より：１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ
、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　７．８４（ｓ、１Ｈ）、７．７０（ｄ、Ｊ＝８．６Ｈｚ、１Ｈ
）、４．１３－４．００（ｍ、１Ｈ）、３．８７－３．７７（ｍ、２Ｈ）、３．６５－３
．５５（ｍ、１Ｈ）、３．３１－３．２３（ｍ、１Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、２．３
２（ｄｄｄ、Ｊ＝１６．９、８．４、１．６Ｈｚ、１Ｈ）、１．３０（ｔ、Ｊ＝７．０Ｈ
ｚ、３Ｈ）。Ｃ１４Ｈ１６ＣｌＦＮＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝３００．１；実測値：３００．１。
【０７９４】
ステップ６：　４－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－５－（１－ヒドロキシ
エチル）フェニル］ピロリジン－２－オンのジアステレオマー
【化３４０】

　ステップ５からのエナンチオマーを、それぞれ個別に、最終化合物へと処理した。無水
メタノール（６．７ｍＬ）中の４－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－フ
ルオロフェニル）ピロリジン－２－オン（０．４０２ｇ、１．３４ｍｍｏｌ）（ステップ
５より）溶液を、窒素雰囲気下、０℃にて、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（０．１０ｇ
、２．７ｍｍｏｌ）で処理し、０℃で３０分間撹拌した。反応混合物を０℃にて水でクエ
ンチし、撹拌しながら、水（５０ｍＬ）／酢酸エチル（１００ｍＬ）中に注ぎ入れた。混
合物を周囲温度まで温め、水層を分離し、追加の酢酸エチル（５０ｍＬ）で抽出した。合
わせた有機抽出物をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮して、白
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色の泡を得た。粗物質を、ジクロロメタン中アセトニトリル（７％メタノールを含有）（
０％～１００％）を使用する、フラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製して、ジ
アステレオマーの混合物として、所望の生成物を得た［ピーク１より（０．４０ｇ、９９
％）；ピーク２より（０．４０ｇ、９９％）］。ピーク１より：Ｃ１４Ｈ１８ＣｌＦＮＯ

３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０２．１；実測値：３０２．０。
ピーク２より：Ｃ１４Ｈ１８ＣｌＦＮＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／
ｚ＝３０２．１；実測値：３０２．１。
【０７９５】
ステップ７：　４－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－エトキシ－２－フル
オロフェニル］ピロリジン－２－オンのジアステレオマー
【化３４１】

　ステップ６からのジアステレオマーの混合物を、それぞれ個別に、最終化合物へと処理
した。塩化メチレン（１２ｍＬ）中の４－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－
５－（１－ヒドロキシエチル）フェニル］ピロリジン－２－オン（０．４１ｇ、１．４ｍ
ｍｏｌ）（ステップ６より）溶液を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．０１１ｍＬ、
０．１４ｍｍｏｌ）、その後塩化チオニル（０．２１ｍＬ、２．９ｍｍｏｌ）で液滴処理
し、２０℃で３０分間撹拌した。反応混合物を氷冷飽和炭酸水素ナトリウム溶液に滴加し
ジクロロメタンで抽出した。有機層を分離し、ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥
し、濾過し、濃縮して、塩化物の除去により形成されたスチレン１７～１８％とともに、
所望の生成物を得た［ピーク１より（０．３８ｇ、８７％）；ピーク２より（０．３９ｇ
、８９％）］。これらの混合物をさらに精製することなく使用した。ピーク１より：Ｃ１

４Ｈ１７Ｃｌ２ＦＮＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２０．１；
実測値：３２０．０。ピーク２より：Ｃ１４Ｈ１７Ｃｌ２ＦＮＯ２についてのＬＣＭＳ（
Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２０．１；実測値：３２０．０。
【０７９６】
ステップ８：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニ
ル｝ピロリジン－２－オンのジアステレオマー

【化３４２】

　ステップ７からのジアステレオマーの混合物を、それぞれ個別に、最終化合物へと処理
した。Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（７．４ｍＬ）中の４－［３－クロロ－５－（１－
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クロロエチル）－６－エトキシ－２－フルオロフェニル］ピロリジン－２－オン（０．３
６ｇ、１．１ｍｍｏｌ）（ステップ７より）、３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－４－アミン（０．１９ｇ、１．３ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（０．５４ｇ
、１．７ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（１８ｍｇ、０．１１ｍｍｏｌ）混合物を、１
００℃で４．５時間加熱した。反応混合物を水（３０ｍｌ）中に注ぎ入れ、酢酸エチルで
抽出して（３ｘ５０ｍＬ）、ジアステレオマーの混合物を得た：（（Ｓ）－４－（３－（
（Ｓ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル）ピロリジン－２
－オン；（Ｒ）－４－（３－（（Ｓ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－フル
オロフェニル）ピロリジン－２－オン；（Ｓ）－４－（３－（（Ｒ）－１－（４－アミノ
－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－ク
ロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル）ピロリジン－２－オン；および（Ｒ）－４
－（３－（（Ｒ）－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリ
ミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル）ピロ
リジン－２－オン）。ジアステレオマーの混合物を、分取ＬＣＭＳ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ
１８カラム、６０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニト
リル／水の濃度勾配で溶出）により精製して、所望の生成物を得た［ピーク１から、ピー
クＡ（化合物３４５）（０．１３ｇ、５４％）およびピークＢ（化合物３４６）（０．１
１ｇ、４６％）を単離した；ピーク２から、ピークＡ（化合物３４７）（０．１５ｇ、６
３％）およびピークＢ（化合物３４８）（０．１４ｇ、５５％）を単離した］。化合物３
４６：１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１２（ｓ、１Ｈ）、７
．８２（ｓ、１Ｈ）、７．５２（ｄ、Ｊ＝８．５Ｈｚ、１Ｈ）、７．３０（ｂｒｓ、１Ｈ
）、６．２３（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．０５－３．９０（ｍ、１Ｈ）、３．８
８－３．７８（ｍ、２Ｈ）、３．６３－３．５３（ｍ、１Ｈ）、３．２９－３．２０（ｍ
、１Ｈ）、２．５４（ｓ、３Ｈ）、２．３８－２．２１（ｍ、１Ｈ）、１．７０（ｄ、Ｊ
＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、１．３９（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２０Ｈ２３ＣｌＦＮ

６Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３３．２；実測値：４３３．
１。化合物３４７：１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１２（ｓ
、１Ｈ）、７．７７（ｓ、１Ｈ）、７．５３（ｄ、Ｊ＝８．５Ｈｚ、１Ｈ）、７．２６（
ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２４（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．０４－３．９４（ｍ、１
Ｈ）、３．９３－３．８５（ｍ、１Ｈ）、３．８４－３．７７（ｍ、１Ｈ）、３．６１－
３．５３（ｍ、１Ｈ）、３．２７－３．２２（ｍ、１Ｈ）、２．５４（ｓ、３Ｈ）、２．
３０（ｄｄ、Ｊ＝１８．１、８．６Ｈｚ、１Ｈ）、１．７１（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ
）、１．４０（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２０Ｈ２３ＣｌＦＮ６Ｏ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３３．２；実測値：４３３．１。
【０７９７】
実施例３４９～３５２：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（５－オキ
ソピロリジン－３－イル）ベンゾニトリルのジアステレオマー
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【化３４３】

【０７９８】
ステップ１：　４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－（５－オキソピロリジン
－３－イル）ベンゾニトリルのエナンチオマー

【化３４４】

　ジメチルスルホキシド（１．５ｍＬ）中の４－（３－アセチル－５－クロロ－２－エト
キシ－６－フルオロフェニル）ピロリジン－２－オン（０．２０ｇ、０．６７ｍｍｏｌ）
（実施例３４５、ステップ５より）およびシアン化ナトリウム（０．０５７ｇ、１．２ｍ
ｍｏｌ）のラセミ混合物を、８０℃で３時間撹拌した。反応混合物を水（３５ｍＬ）中に
注ぎ入れ、酢酸エチルで抽出した（２ｘ５０ｍＬ）。合わせた有機抽出物をブラインで洗
浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮して粗残渣を得た。粗物質を、ヘキサン中
エーテル（１０％メタノールを含有）（０％～１００％）を使用するフラッシュカラムク
ロマトグラフィーにより精製して、エナンチオマーの混合物として、所望の生成物（０．
１５ｇ、７１％）を得た。Ｃ１５Ｈ１６ＣｌＮ２Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計
算値：ｍ／ｚ＝３０７．１；実測値：３０７．０。エナンチオマーの混合物を、キラルＨ
ＰＬＣにより分離し、ピーク１およびピーク２として、個々のエナンチオマーを得た（Ｒ
Ｔ＝５．００分間および１０．４分間；Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＬｕｘセルロースＣ－２
、２１．２ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン粒径、１８ｍＬ／分にて、ヘキサン中６０％エタノ
ールで溶出）。
【０７９９】
ステップ２：　６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシエチル）－２－（５－
オキソピロリジン－３－イル）ベンゾニトリルのジアステレオマー
【化３４５】
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　ステップ１からのエナンチオマーを、それぞれ個別に、最終化合物へと処理した。無水
メタノール（１４ｍＬ）中の４－アセチル－６－クロロ－３－エトキシ－２－（５－オキ
ソピロリジン－３－イル）ベンゾニトリル（ピーク１より：０．８３ｇ、２．７ｍｍｏｌ
；ピーク２より：０．８６ｇ、２．８ｍｍｏｌ）溶液を、窒素雰囲気下、０℃にて、テト
ラヒドロホウ酸ナトリウム（０．２０ｇ、５．４ｍｍｏｌ）で処理し、０℃で３０分間撹
拌した。反応混合物を、０℃にて、水でクエンチし、撹拌しながら、水（５０ｍＬ）／酢
酸エチル（１００ｍＬ）中に注ぎ入れた。混合物を周囲温度まで温め、水層を分離し、追
加の酢酸エチル（５０ｍＬ）で抽出した。合わせた有機抽出物をブラインで洗浄し、硫酸
ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮し、ジアステレオマーの混合物として、所望の生成物
を得た［ピーク１より（０．８３ｇ、９９％）；ピーク２より（０．８７ｇ、９９％）］
。ピーク１より：Ｃ１５Ｈ１８ＣｌＮ２Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ
／ｚ＝３０９．１；実測値：３０９．１。ピーク２より：Ｃ１５Ｈ１８ＣｌＮ２Ｏ３につ
いてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０９．１；実測値：３０９．１。
【０８００】
ステップ３：　６－クロロ－４－（１－クロロエチル）－３－エトキシ－２－（５－オキ
ソピロリジン－３－イル）ベンゾニトリルのジアステレオマー
【化３４６】

　ステップ２からのジアステレオマーの混合物を、それぞれ個別に、最終化合物へと処理
した。塩化メチレン（２３ｍＬ）中の６－クロロ－３－エトキシ－４－（１－ヒドロキシ
エチル）－２－（５－オキソピロリジン－３－イル）ベンゾニトリル（ピーク１より：０
．８３ｇ、２．７ｍｍｏｌ；ピーク２より：０．８７ｇ、２．８ｍｍｏｌ）溶液を、Ｎ，
Ｎ－ジメチルホルムアミド（０．０２１ｍＬ、０．２７ｍｍｏｌ）、その後塩化チオニル
（０．４９０ｍＬ、６．７２ｍｍｏｌ）で液滴処理し、２０℃で２時間撹拌した。反応混
合物を氷冷飽和炭酸水素ナトリウム溶液に滴加し、ジクロロメタンで抽出した。有機層を
分離し、ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮し、ジアステレオマ
ーの混合物として、所望の生成物を得た［ピーク１より（０．８５ｇ、９７％）；ピーク
２より（０．９０ｇ、９８％）］。これらの混合物を、さらに精製することなく使用した
。ピーク１より：Ｃ１５Ｈ１７Ｃｌ２Ｎ２Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝３２７．１；実測値：３２７．１。ピーク２より：Ｃ１５Ｈ１７Ｃｌ２Ｎ２Ｏ２

についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２７．１；実測値：３２７．１。
【０８０１】
ステップ４：　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（５－オキソピロリジ
ン－３－イル）ベンゾニトリルのジアステレオマー
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【化３４７】

　ステップ３からのジアステレオマーの混合物を、それぞれ個別に処理した。Ｎ，Ｎ－ジ
メチルホルムアミド（１７ｍＬ、２２０ｍｍｏｌ）中の６－クロロ－４－（１－クロロエ
チル）－３－エトキシ－２－（５－オキソピロリジン－３－イル）ベンゾニトリル（ピー
ク１より：０．８５ｇ、２．６ｍｍｏｌ；ピーク２より：０．８９ｇ、２．７ｍｍｏｌ）
、３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン（０．４６ｇ、３
．１ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（１．３ｇ、３．９ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（４
３ｍｇ、０．２６ｍｍｏｌ）混合物を、９０℃で３時間加熱した。
反応混合物を水（１００ｍＬ）／酢酸エチル（１００ｍＬ）中に注ぎ入れ、セライトを通
して濾過して、黒色の固体を除去した。水層を分離し、酢酸エチルで抽出した（２ｘ１０
０ｍＬ）。合わせた有機抽出物をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、
濃縮して、白色の泡を得た。粗物質を、ジクロロメタン中メタノール（０％～２０％）を
使用するフラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製し、ジアステレオマーの混合物
として、所望の生成物を得た［ピーク１より（０．４９ｇ、４３％）；ピーク２より（０
．５３ｇ、４４％）］。ピーク１からのジアステレオマーの分析的キラルＨＰＬＣに解析
は、エピマー化に因り、所望の２つのピークの代りに４つのピークの混合物を示した。ピ
ーク２からのジアステレオマーの解析もまた、４つのピークを示した。混合物の両セット
を合わせ、キラルＨＰＬＣにより精製して、４つの個々のピークを得た（ＲＴ＝６．４１
分間、８．１３分間、９．９３分間、１４．４分間；Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｌｕｘセル
ロースＣ－２、２１．２ｘ２５０ｍｍ、５ミクロン粒径、１８ｍＬ／分にて、ヘキサン中
６０％エタノールで溶出）。次いで、ピーク１の化合物（化合物３５１）、ピーク２の化
合物（化合物３４９）、ピーク３の化合物（化合物３５２）、およびピーク４の化合物（
化合物３５０）を、実施例Ａ３およびＢ２のアッセイにおいて試験した。化合物３４９：
１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１２（ｓ、１Ｈ）、７．８８
（ｓ、１Ｈ）、７．５８（ｓ、１Ｈ）、７．３０（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２６（ｑ、Ｊ＝
７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．３２－４．２０（ｍ、１Ｈ）、４．００－３．９１（ｍ、１Ｈ
）、３．９０－３．８１（ｍ、１Ｈ）、３．６５－３．５９（ｍ、１Ｈ）、３．４９－３
．４２（ｍ、１Ｈ）、２．５５（ｓ、３Ｈ）、１．７４（ｄ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、
１．４３（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ、３Ｈ）。Ｃ２１Ｈ２３ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ
（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４４０．２；実測値：４４０．２。化合物３５２：１Ｈ　
ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）　δ　８．１２（ｓ、１Ｈ）、７．８８（ｓ、
１Ｈ）、７．５６（ｓ、１Ｈ）、７．３０（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２６（ｑ、Ｊ＝７．０
Ｈｚ、１Ｈ）、４．３２－４．１９（ｍ、１Ｈ）、３．９７－３．８２（ｍ、２Ｈ）、３
．６７－３．５９（ｍ、１Ｈ）、３．４９－３．４０（ｍ、１Ｈ）、２．５９－２．５２
（ｍ、３Ｈ）、１．７３（ｄ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、３Ｈ）、１．４２（ｔ、Ｊ＝６．９Ｈｚ
、３Ｈ）。Ｃ２１Ｈ２３ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝
４４０．２；実測値：４４０．２。
【０８０２】
実施例３５３および３５４：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラ
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ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－
フルオロフェニル｝－１，３－オキサゾリジン－２－オンのジアステレオマー
【化３４８】

【０８０３】
ステップ１：　１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－ビニルフェニル）
エタノン
【化３４９】

　１，４－ジオキサン（２００ｍＬ）および水（１００ｍＬ）中の１－（５－クロロ－２
－エトキシ－４－フルオロ－３－ヨードフェニル）エタノン（１３．３ｇ、３８．８ｍｍ
ｏｌ）（実施例１３９、ステップ１より）、４，４，５，５－テトラメチル－２－ビニル
－１，３，２－ジオキサボロラン（７．９ｍＬ、４６ｍｍｏｌ）、［１，１’－ビス（ジ
フェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）とジクロロメタンとの錯
体（１：１）（１．０ｇ、１．０ｍｍｏｌ）および炭酸カリウム（１６ｇ、１２０ｍｍｏ
ｌ）混合物を、８０℃で２時間加熱した。混合物を室温まで冷却し、酢酸エチルで抽出し
た。抽出物をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮した。ヘキサン
中酢酸エチル（０～３０％）を使用するシリカゲルでの精製により、所望の化合物、７．
０ｇ、７４％を得た。Ｃ１２Ｈ１３ＣｌＦＯ２についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：
ｍ／ｚ＝２４３．０；実測値：２４３．１。
【０８０４】
ステップ２：　１－［５－クロロ－３－（１，２－ジヒドロキシエチル）－２－エトキシ
－４－フルオロフェニル］エタノン

【化３５０】

　ＡＤ－ｍｉｘ－ａｌｐｈａ（５．８ｇ、７．３ｍｍｏｌ）（アルドリッチ社（Aldrich
）＃３９２７５８）を、ｔｅｒｔ－ブチルアルコール（２１ｍＬ）中、水（２１ｍＬ）と
ともに、１５分間撹拌した。１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－ビニ
ルフェニル）エタノン（１．０ｇ、４．１ｍｍｏｌ）（ステップ１より）を添加し、懸濁
液を１６時間撹拌した。亜硫酸ナトリウム（６．２ｇ、４９ｍｍｏｌ）を添加し、懸濁液
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を１５分間撹拌した。反応混合物を酢酸エチルで抽出した。抽出物をブラインで洗浄し、
硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させた。ヘキサン中酢酸エチル（０～８０％）を
使用するシリカゲルでの精製により、ラセミ混合物として、所望の化合物、９００ｍｇ、
８０％を得た。キラル精製（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＬｕｘセルロースＣ－２、２１．２
ｘ２５０ｍｍ（キラルテクノロジー社（Chiral Technologies））、５ミクロン粒径、流
量１８ｍＬ／分にて、ヘキサン中２０％エタノールを使用）により、ピーク１（単一のエ
ナンチオマー）（保持時間＝７．８８分間）およびピーク２（単一のエナンチオマー）（
保持時間＝１１分間）を得；所望のエナンチオマーはピーク２であった。Ｃ１２Ｈ１３Ｃ
ｌＦＯ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ－ＯＨ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２５９．１；実測値：２５
９．１。
【０８０５】
ステップ３：　１－［３－（２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝－
１－ヒドロキシエチル）－５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロフェニル］エタノン
【化３５１】

　１－［５－クロロ－３－（１，２－ジヒドロキシエチル）－２－エトキシ－４－フルオ
ロフェニル］エタノン（７００ｍｇ、２ｍｍｏｌ）（ステップ２、ピーク２より）を、１
，２－ジクロロエタン（６ｍＬ）中、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（４．０ｍＬ
、２３ｍｍｏｌ）とともに撹拌し、１，２－ジクロロエタン中ｔｅｒｔ－ブチルジメチル
シリルクロリドの１．０Ｍ溶液（７．６ｍＬ）を添加した。混合物を８０℃まで３時間加
熱し、室温まで冷却した。蒸発、およびヘキサン中酢酸エチル（０～５０％）を使用する
シリカゲルでの精製により、所望の化合物、８００ｍｇ、８０％を得た。Ｃ１８Ｈ２８Ｃ
ｌＦＯ４ＳｉＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４１３．１；実測
値：４１３．１。
【０８０６】
ステップ４：　１－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル
）－２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝エチルメタンスルホネート
【化３５２】

　１－［３－（２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝－１－ヒドロキ
シエチル）－５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロフェニル］エタノン（７００ｍｇ
、２．０ｍｍｏｌ）（ステップ３より）を、１，２－ジクロロエタン（１５ｍＬ）中、ト
リエチルアミン（２．０ｍＬ、１４ｍｍｏｌ）およびメタンスルホン酸無水物（６７０ｍ
ｇ、３．８ｍｍｏｌ）とともに、室温で１．５時間撹拌した。混合物をブライン中に注ぎ
入れ、ジクロロメタンで抽出した。抽出物を硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させ
て、所望の化合物、８３０ｍｇ、１００％を得た。Ｃ１８Ｈ２７ＣｌＦＯ３Ｓｉについて
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【０８０７】
ステップ５：　１－［３－（１－アジド－２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル
］オキシ｝エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロフェニル］エタノン
【化３５３】

　１－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル）－２－｛［
ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝エチルメタンスルホネート（０．８３ｇ
、１．７７ｍｍｏｌ）（ステップ４より）を、ジメチルスルホキシド（１０ｍＬ）中で撹
拌し、アジ化ナトリウム（０．１２ｇ、１．８ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を５０℃ま
で１時間加熱し、室温まで冷却した。混合物をブライン中に注ぎ入れ、酢酸エチルで抽出
した。抽出物を硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させて、所望の化合物、７３６ｍ
ｇ、１００％を得た。Ｃ１８Ｈ２７ＣｌＦＮ３Ｏ３ＳｉＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎ
ａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３８．１；実測値：４３８．１。
【０８０８】
ステップ６：　１－［３－（１－アミノ－２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル
］オキシ｝エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロフェニル］エタノン
【化３５４】

　１－［３－（１－アジド－２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝エ
チル）－５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロフェニル］エタノン（７５０ｍｇ、１
．８ｍｍｏｌ）（ステップ５より）を、テトラヒドロフラン（１０ｍＬ）中、水（０．３
３ｍＬ）とともに撹拌し、トリフェニルホスフィンを添加した。混合物を６０℃まで２時
間加熱し、室温まで冷却した。ブラインを添加し、混合物を酢酸エチルで抽出した。抽出
物を硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させて、所望の化合物７００ｍｇ、１００％
を得た。Ｃ１８Ｈ３０ＣｌＦＮＯ３ＳｉについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ
＝３９０．２；実測値：３９０．２。
【０８０９】
ステップ７：　ｔｅｒｔ－ブチル（１－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６
－フルオロフェニル）－２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝エチル
）カルバメート
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【化３５５】

　１－［３－（１－アミノ－２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝エ
チル）－５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロフェニル］エタノン（７００ｍｇ、２
．０ｍｍｏｌ）（ステップ６より）を、テトラヒドロフラン（３０ｍＬ）中、ジ－ｔｅｒ
ｔ－ブチル二炭酸（７８０ｍｇ、３．６ｍｍｏｌ）とともに撹拌し、Ｎ，Ｎ－ジイソプロ
ピルエチルアミン（０．９４ｍＬ、５．４ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を、室温で３０
分間撹拌した。ブラインを添加し、混合物を酢酸エチルで抽出した。抽出物を硫酸ナトリ
ウムで乾燥し、濾過し、蒸発させた。ヘキサン中酢酸エチル（０～３０％）を使用するシ
リカゲルでの精製により、所望の化合物、５５０ｍｇ、６０％を得た。Ｃ２３Ｈ３７Ｃｌ
ＦＮＯ５ＳｉＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５１２．２；実測
値：５１２．２。
【０８１０】
ステップ８：　ｔｅｒｔ－ブチル［１－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６
－フルオロフェニル）－２－ヒドロキシエチル］カルバメート

【化３５６】

　Ｔｅｒｔ－ブチル（１－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフ
ェニル）－２－｛［ｔｅｒｔ－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝エチル）カルバメー
ト（５００ｍｇ、１．０ｍｍｏｌ）（ステップ７より）を、テトラヒドロフラン（１０ｍ
Ｌ）中で撹拌し、テトラヒドロフラン中のテトラ－ｎ－ブチルアンモニウムフルオリド１
．０Ｍ溶液（１．５ｍＬ）を添加した。混合物を室温で３０分間撹拌し、蒸発させた。ヘ
キサン中酢酸エチル（０～５０％）を使用するシリカゲルでの精製により、所望の化合物
、２３８ｍｇ、６０％を得た。Ｃ１７Ｈ２３ＣｌＦＮＯ５ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋
Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３９８．１；実測値：３９８．１。
【０８１１】
ステップ９：　４－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル
）－１，３－オキサゾリジン－２－オン
【化３５７】

　ｔｅｒｔ－ブチル［１－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフ
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テップ８より）を、１，２－ジクロロエタン（１２ｍＬ）中に溶解し、トルエン中２．０
Ｍのホスゲン溶液（０．９３ｍＬ）を添加した。混合物を、８０℃まで１．５時間加熱し
た。蒸発、およびヘキサン中酢酸エチル（０～８５％）を使用するシリカゲルでの精製に
より、所望の化合物、１７５ｍｇ、９３％を得た。Ｃ１３Ｈ１４ＣｌＦＮＯ４についての
ＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３０２．１；実測値：３０２．１。
【０８１２】
ステップ１０：　４－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－５－（１－ヒドロキ
シエチル）フェニル］－１，３－オキサゾリジン－２－オン
【化３５８】

　４－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル）－１，３－
オキサゾリジン－２－オン（１７５ｍｇ、０．５８ｍｍｏｌ）を、メタノール（１０ｍＬ
）中、０℃で撹拌し、テトラヒドロホウ酸ナトリウム（３３ｍｇ、０．８７ｍｍｏｌ）を
添加した。混合物を室温で１時間撹拌し、蒸発させた。水を添加し、混合物を酢酸エチル
で抽出した。抽出物をブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させて
、ジアステレオマーの約１：１混合物、１７５ｍｇ、９９％を得た。Ｃ１３Ｈ１５ＣｌＦ
ＮＯ４ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／ｚ＝３２６．１；実測値：３
２６．１。
【０８１３】
ステップ１１：　４－［３－クロロ－５－（クロロエチル）－６－エトキシ－２－フルオ
ロフェニル］－１，３－オキサゾリジン－２－オン

【化３５９】

　４－［３－クロロ－６－エトキシ－２－フルオロ－５－（１－ヒドロキシエチル）フェ
ニル］－１，３－オキサゾリジン－２－オン（１５０ｍｇ、０．４９ｍｍｏｌ）（ステッ
プ１０より）を、ジクロロメタン（４ｍＬ）中、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（９６μ
Ｌ）とともに撹拌し、塩化チオニル（１１０μＬ、１．５ｍｍｏｌ）を添加した。混合物
を蒸発させた。水を添加し、混合物を酢酸エチルで抽出した。抽出物をブラインで洗浄し
、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させて、所望の化合物、１５９ｍｇ、１００％
を得た。
【０８１４】
ステップ１２：　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェ
ニル｝－１，３－オキサゾリジン－２－オン
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【化３６０】

　４－［３－クロロ－５－（クロロエチル）－６－エトキシ－２－フルオロフェニル］－
１，３－オキサゾリジン－２－オン（１６０ｍｇ、０．５０ｍｍｏｌ）（ステップ１１よ
り）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２１ｍＬ）中、炭酸セシウム（３２４ｍｇ、０
．９９ｍｍｏｌ）とともに撹拌し、３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－４－アミン（８９ｍｇ、０．６０ｍｍｏｌ）を添加した。混合物を８０℃まで１．５
時間加熱し、室温まで冷却した。混合物を水で希釈し、酢酸エチルで抽出した。抽出物を
ブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させた。ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｘ
Ｂｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを
含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）を使用する分取ＬＣＭＳ（ｐＨ１０）によ
り精製して、２つのジアステレオマーを分離し（ピーク１［化合物３５３］室温＝４．９
分間、およびピーク２［化合物３５４］室温＝５．６分間）；所望の単一のエナンチオマ
ーとして、化合物３５４、２８ｍｇ、１３％を得た。ピーク２：Ｃ１９Ｈ２１ＣｌＦＮ６

Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３５．１；実測値：４３５．１
。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤ３ＯＤ）：　δ　８．１５（ｓ、１Ｈ）、７．６２
（ｍ、１Ｈ）、６．３１（ｍ、１Ｈ）、５．３９（ｍ、１Ｈ）、４．７９（ｍ、１Ｈ）、
４．４０（ｍ、１Ｈ）、３．９５（ｍ、１Ｈ）、３．８０（ｍ、１Ｈ）、２．６０（ｓ、
３Ｈ）、１．８０（ｍ、３Ｈ）、１．４０（ｍ、３Ｈ）。
【０８１５】
実施例３５５～３５８：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フル
オロフェニル｝－１，３－オキサゾリジン－２－オンのジアステレオマー

【化３６１】

【０８１６】
ステップ１：　ｔｅｒｔ－ブチル［２－（３－アセチル－５－クロロ－２－エトキシ－６
－フルオロフェニル）－２－ヒドロキシエチル］カルバメート
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【化３６２】

　水中０．２Ｍのオスミウムテトラオキシド（１０ｍＬ）を、アセトニトリル（２１０ｍ
Ｌ）中のｔｅｒｔ－ブチル［（４－クロロベンゾイル）オキシ］カルバメート（Lawrence
 Harris, J. Org.Chem, 2011, 76, 358-372）（１９ｇ、７０ｍｍｏｌ）溶液に添加し、
１０分間撹拌した。アセトニトリル（２１０ｍＬ）中溶液としての１－（５－クロロ－２
－エトキシ－４－フルオロ－３－ビニルフェニル）エタノン（１１．２ｇ、４６ｍｍｏｌ
）（実施例３５３、ステップ１より）を、カルバメート溶液に添加し、その後水（５０ｍ
Ｌ）を添加し、反応物を室温で３時間撹拌した。反応物を、水中の飽和１０Ｍ二亜硫酸二
カリウム（２４０ｍＬ）でクエンチし、５分間撹拌した。水を添加し、反応混合物を酢酸
エチルで抽出した。抽出物を飽和炭酸水素ナトリウム溶液、ブラインで洗浄し、硫酸ナト
リウムで乾燥し、濾過し、蒸発させた。ヘキサン中酢酸エチル（０～１００％）を使用す
るシリカゲルでの精製により、ラセミ混合物として、所望の化合物、１６．６ｇ、９５％
を得た。Ｃ１７Ｈ２３ＣｌＦＮＯ５ＮａについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｎａ）＋計算値：ｍ／
ｚ＝３９８．１；実測値：３９８．０。
【０８１７】
ステップ２：　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニ
ル｝－１，３－オキサゾリジン－２－オン
【化３６３】

　所望の単一のエナンチオマー（ピーク３）を、実施例３５３（ステップ８～１２）と同
じ手順を使用して調製したが、但し、この実施例のステップ１からの中間体はラセミであ
り、従って４つのジアステレオマーの最終分離は、ステップ１２において生じた。キラル
精製（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＬｕｘセルロースＣ－４、２１ｘ２５０ｍｍ（キラルテク
ノロジー社（Chiral Technologies）、５ミクロン粒径、流量１８ｍＬ／分にて、ヘキサ
ン中３０％エタノールを使用）により、ピーク１：化合物３５５（単一のエナンチオマー
）（保持時間＝１２．７分間）、ピーク２：化合物３５６（単一のエナンチオマー）（保
持時間＝１４．２分間）、ピーク３：化合物３５７（単一のエナンチオマー）（保持時間
＝２０．３分間）、およびピーク４：化合物３５８（単一のエナンチオマー）（保持時間
＝２８．９分間）を得；最も活性なエナンチオマーはピーク３であった。Ｃ１９Ｈ２１Ｃ
ｌＦＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４３５．１；実測値：４
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３５．１。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）：　δ　８．１５（ｓ、１Ｈ
）、７．８１（ｓ、１Ｈ）、７．７１（ｄ、１Ｈ）、７．２６（ｂｓ、１Ｈ）、６．２３
（ｍ、１Ｈ）、５．８４（ｔ、１Ｈ）、３．９２（ｍ、１Ｈ）、３．８３（ｍ、１Ｈ）、
２．５２（ｓ、３Ｈ）、１．７５（ｄ、３Ｈ）、１．４０（ｍ、３Ｈ）。
【０８１８】
実施例３５９：　５－（３－｛１－［４－アミノ－５－オキソ－６－（１Ｈ－ピラゾール
－４－イル）ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル］エチル｝－５－クロ
ロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサ
ミド
【化３６４】

【０８１９】
ステップ１：　４－アミノ－６－ヨードピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－
オン
　ＤＭＦ（８ｍＬ）中の４－アミノピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オン
（ＶＷＲ社製、０．４８ｇ、３．０ｍｍｏｌ）懸濁液に、Ｎ－ヨードスクシンイミド（０
．８０ｇ、３．６ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を、周囲温度で一晩撹拌した。
反応混合物を濾過し、酢酸エチルで洗浄して、黄色固体の所望の生成物（０．８１ｇ、９
５％）を得た。Ｃ７Ｈ６ＩＮ４ＯについてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝２８
９．０；実測値：２８９．０。
【０８２０】
ステップ２：　５－｛３－［１－（４－アミノ－６－ヨード－５－オキソピリド［２，３
－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチ
ルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド

【化３６５】
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　ＤＭＦ（９．４ｍＬ）中の４－アミノ－６－ヨードピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－
５（８Ｈ）－オン（２５５ｍｇ、０．８８５ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（０．４３ｇ、１
．３ｍｍｏｌ）およびヨウ化カリウム（１４．７ｍｇ、０．０８８５ｍｍｏｌ）混合物に
、５－［３－クロロ－５－（１－クロロエチル）－６－メトキシ－２－メチルフェニル］
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（３２５ｍｇ、０．８８５ｍｍｏｌ）
（実施例２５、ステップ１より）を添加し、混合物を１４０℃で１時間撹拌した。混合物
をメタノールで希釈し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分
の流量にて、０．１％水酸化アンモニウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出
）で精製して、所望の化合物（２２１ｍｇ、４０％）を得た。Ｃ２５Ｈ２５ＣｌＩＮ６Ｏ

３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝６１９．１；実測値：６１９．０。
【０８２１】
ステップ３：　５－（３－｛１－［４－アミノ－５－オキソ－６－（１Ｈ－ピラゾール－
４－イル）ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル］エチル｝－５－クロロ
－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミ
ド
【化３６６】

　アセトニトリル（０．１ｍＬ）／水（０．０３ｍＬ）中の５－｛３－［１－（４－アミ
ノ－６－ヨード－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル）エチ
ル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－
２－カルボキサミド（１０．３ｍｇ、０．０１６６ｍｍｏｌ）、４－（４，４，５，５－
テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール（３．５
ｍｇ、０．０１８ｍｍｏｌ）、炭酸ナトリウム（３．５ｍｇ、０．０３３ｍｍｏｌ）およ
び［１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン］ジクロロパラジウム（ＩＩ）
とジクロロメタンとの錯体（１：１）（１．６ｍｇ、０．００２０ｍｍｏｌ）混合物を、
Ｎ２で脱気し９０℃で２．０時間撹拌した。混合物をメタノールで希釈し、ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流量にて、０．１％水酸化アンモニ
ウムを含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で精製して、所望の生成物（２．７
ｍｇ、３０％）を得た。Ｃ２８Ｈ２８ＣｌＮ８Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算
値：ｍ／ｚ＝５５９．２；実測値：５５９．２。
【０８２２】
実施例３６０：　５－｛３－［１－（４－アミノ－６－メチル－５－オキソピリド［２，
３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メ
チルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロア
セテート）
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【化３６７】

　マイクロ波バイアルに、トルエン（０．５ｍＬ）および水（０．０６ｍＬ）中の、５－
｛３－［１－（４－アミノ－６－ヨード－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－
８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，
Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド（２４．０ｍｇ、０．０３８８ｍｍｏｌ）、
トリフルオロ(メチル)ホウ酸カリウム（９．４ｍｇ、０．０７８ｍｍｏｌ）、酢酸パラジ
ウム（２．１ｍｇ、０．００９４ｍｍｏｌ）、ジシクロヘキシル（２’，６’－ジイソプ
ロポキシビフェニル－２－イル）ホスフィン（８．７ｍｇ、０．０１９ｍｍｏｌ）および
炭酸セシウム（３８ｍｇ、０．１２ｍｍｏｌ）を充填した。反応バイアルを高真空下で排
気し、Ｎ２を再充填した。反応混合物を、１００℃で一晩加熱した。混合物をメタノール
で希釈し、濾過し、ＲＰ－ＨＰＬＣ（ＸＢｒｉｄｇｅ　Ｃ１８カラム、３０ｍＬ／分の流
量にて、０．０５％トリフルオロ酢酸を含む、アセトニトリル／水の濃度勾配で溶出）で
精製し、ビス－ＴＦＡ塩として、所望の生成物（３．０ｍｇ、１５％）を得た。Ｃ２６Ｈ

２８ＣｌＮ６Ｏ３についてのＬＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝５０７．２；実測値
：５０７．０。
【０８２３】
実施例３６１～３６３：　４－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－６－クロロ－２－（１－（２－ヒドロキシプ
ロピル）アゼチジン－３－イル）－３－メトキシベンゾニトリルのジアステレオマー
　実施例２６９の立体化学に基づくと、各ジアステレオマーの立体化学は、４－（（Ｒ）
－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル
）エチル）－６－クロロ－２－（１－（（Ｓ）－２－ヒドロキシプロピル）アゼチジン－
３－イル）－３－メトキシベンゾニトリル（実施例３６１）、４－（（Ｓ）－１－（４－
アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－
６－クロロ－２－（１－（（Ｒ）－２－ヒドロキシプロピル）アゼチジン－３－イル）－
３－メトキシベンゾニトリル（実施例３６２）、および４－（（Ｒ）－１－（４－アミノ
－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－６－ク
ロロ－２－（１－（（Ｒ）－２－ヒドロキシプロピル）アゼチジン－３－イル）－３－メ
トキシベンゾニトリル（実施例３６３）（以下に示す構造）であると考えられる。
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【化３６８】

【０８２４】
実施例３６１の合成：
　（Ｒ）－４－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル）－２－（アゼチジン－３－イル）－６－クロロ－３－メトキシ
ベンゾニトリル（６．００ｇ、１４．３ｍｍｏｌ）に、メタノール（７２ｍＬ）を添加し
た。得られた懸濁液に、（Ｓ）－（－）－メチルオキシラン（２．０１ｍＬ、２８．６ｍ
ｍｏｌ）を、室温で添加し、混合物を室温で１９時間撹拌した。追加の（Ｓ）－（－）－
メチルオキシラン（０．５０ｍＬ、７．２ｍｍｏｌ）を添加し、さらに１時間、撹拌を継
続した。反応混合物に水（２８０ｍＬ）を添加し、濁った溶液を撹拌した。混合物を塩化
メチレンで抽出した（３００ｍＬｘ４）。有機層を合わせ、ブライン（５０ｍＬ）で洗浄
し、濃縮した。粗生成物を、塩化メチレン中ＭｅＯＨ（約０．５％水酸化アンモニウムを
含有）で溶出する、シリカカラムクロマトグラフィーにより精製した。生成物を含む画分
を回収し、乾燥するまで蒸発させた。この残渣を、分取ＨＰＬＣによりさらに精製して、
表題化合物を得た。表題化合物の試料を、ＮＭＲ分光法および質量分析法により解析し、
以下のデータを得た。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ）　δ　８．１１（ｓ、１
Ｈ）、７．４７（ｓ、１Ｈ）、７．３０（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２４（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈ
ｚ、１Ｈ）、４．３２（ｂｒｓ、１Ｈ）、４．０７（ｍ、１Ｈ）、３．９４（ｍ、２Ｈ）
、３．６５（ｓ、３Ｈ）、３．５９（ｍ、１Ｈ）、３．０８（ｍ、２Ｈ）、２．５６（ｓ
、３Ｈ）、２．３８－２．１９（ｍ、２Ｈ）、１．７３（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、
１．００（ｄ、Ｊ＝６．２Ｈｚ、３Ｈ）ｐｐｍ。Ｃ２２Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５６．２；実測値：４５６．２。
【０８２５】
実施例３６２の合成：
　（Ｓ）－４－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル）－２－（アゼチジン－３－イル）－６－クロロ－３－メトキシ
ベンゾニトリル（２９３．０ｍｇ、０．７３ｍｍｏｌ）に、メタノール（３．７ｍＬ）を
添加した。得られた懸濁液に、（Ｒ）－（＋）－メチルオキシラン１０３μＬ、１．４６
ｍｍｏｌ）を、室温で添加し、混合物を室温で１９時間撹拌した。追加の（Ｒ）－（＋）
－メチルオキシラン（５１．３μＬ、０．７３ｍｍｏｌ）を添加し、撹拌をさらに２．５
時間継続した。反応混合物に水（１４ｍＬ）を添加し、濁った溶液を添加した。混合物を
塩化メチレンで抽出した（４ｘ１６ｍＬ）。有機層を合わせ、ブライン（５０ｍＬ）で洗
浄し、濃縮した。粗生成物を、塩化メチレン中ＭｅＯＨ（約０．５％水酸化アンモニウム
を含有）で溶出するシリカカラムクロマトグラフィーにより精製した。生成物を含む画分
を回収し、乾燥するまで蒸発させた。この残渣を、分取ＨＰＬＣによりさらに精製して、
表題化合物を得た。表題化合物の試料を、ＮＭＲ分光法および質量分析法により解析し、
以下のデータを得た。１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ）　δ　８．１１（ｓ、１
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Ｈ）、７．４７（ｓ、１Ｈ）、７．３０（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２４（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈ
ｚ、１Ｈ）、４．３７（ｂｒｓ、１Ｈ）、４．０９（ｍ、２Ｈ）、３．９３（ｍ、２Ｈ）
、３．６５（ｓ、３Ｈ）、３．５９（ｍ、１Ｈ）、３．１２（ｍ、２Ｈ）、２．５６（ｓ
、３Ｈ）、２．３９－２．２６（ｍ、２Ｈ）、１．７３（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、
１．００（ｄ、Ｊ＝６．２Ｈｚ、３Ｈ）ｐｐｍ。Ｃ２２Ｈ２７ＣｌＮ７Ｏ２についてのＬ
ＣＭＳ（Ｍ＋Ｈ）＋計算値：ｍ／ｚ＝４５６．２；実測値：４５６．２。
【０８２６】
実施例３６３の合成：
　（Ｒ）－４－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル）－２－（アゼチジン－３－イル）－６－クロロ－３－メトキシ
ベンゾニトリル（６．０ｇ、１４．３ｍｍｏｌ）に、メタノール（７２ｍＬ）を添加した
。得られた懸濁液に、（Ｒ）－（＋）－メチルオキシラン（２．０１ｍＬ、２８．６ｍｍ
ｏｌ）を、室温で添加し、混合物を室温で１８時間撹拌した。反応混合物に水（２８０ｍ
Ｌ）を添加し、濁った溶液を添加した。混合物を塩化メチレンで抽出した（３００ｍＬｘ
４）。有機層を合わせ、ブライン（５０ｍＬ）で洗浄し、濃縮した。粗生成物を、塩化メ
チレン中ＭｅＯＨ（約０．５％水酸化アンモニウムを含有）で溶出するシリカカラムクロ
マトグラフィーにより精製した。生成物を含む画分を回収し、乾燥するまで蒸発させた。
この残渣を、分取ＨＰＬＣによりさらに精製して、表題化合物を得た。表題化合物の試料
を、ＮＭＲ分光法および質量分析法により解析し、以下のデータを得た。１Ｈ　ＮＭＲ（
５００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ）　δ　８．１１（ｓ、１Ｈ）、７．４６（ｓ、１Ｈ）、７．２
９（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．２４（ｑ、Ｊ＝７．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．３１（ｄ、Ｊ＝４．
２Ｈｚ、１Ｈ）、４．１１－４．００（ｍ、１Ｈ）、３．９８－３．９０（ｍ、１Ｈ）、
３．６５（ｓ、３Ｈ）、３．６１－３．５３（ｍ、２Ｈ）、３．０７（ｍ、２Ｈ）、２．
５６（ｓ、３Ｈ）、２．２８（ｄ、Ｊ＝５．９Ｈｚ、２Ｈ）、１．７３（ｄ、Ｊ＝７．１
Ｈｚ、３Ｈ）、１．００（ｄ、Ｊ＝６．２Ｈｚ、３Ｈ）ｐｐｍ。
【０８２７】
　実施例２６９の化合物から立体異性体を分離するために、３つのＨＰＬＣの方法を開発
した。方法Ａは、実施例３６１のジアステレオマーを、実施例２６９の化合物から分離す
るために開発した。実施例３６１からの実施例２６９の保持時間は、それぞれ１５．７分
間および１１．５分間である。クロマトグラフィーの条件を表Ｂ１に示す。
【０８２８】
【表８４】

【０８２９】
　方法Ｂは、実施例３６２のジアステレオマーを、実施例２６９の化合物から分離するた
めに開発した。実施例３６２からの実施例２６９の保持時間は、それぞれ２６．４分間お
よび２１．７分間である。クロマトグラフィーの条件を表Ｂ２に示す。
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【０８３０】
【表８５】

【０８３１】
　方法Ｃは、実施例３６１、実施例３６２および実施例３６３の３つの立体異性体を、実
施例２６９の化合物から分離するために開発した。実施例３６１、実施例３６２および実
施例３６３の立体異性体は、保持時間１２．９分間にて、広帯域に溶出するが、実施例２
６９は、保持時間１４．３分間にて溶出する。実施例３６３のエナンチオマーのレベルの
推定は、方法Ａ、Ｂ、およびＣからのデータの組み合わせにより、作成することができる
。クロマトグラフィーの条件を表Ｂ３に示す。
【０８３２】
【表８６】

【０８３３】
実施例Ａ１：ＰＩ３Ｋ酵素アッセイ
　脂質キナーゼ基質、Ｄ－ｍｙｏ－ホスファチジルイノシトール４，５－ビスホスフェー
ト（ＰｔｄＩｎｓ（４，５）Ｐ２）Ｄ（＋）－ｓｎ－１，２－ジ－Ｏ－オクタノイルグリ
セリル、３－Ｏ－リン結合（ＰＩＰ２）、ビオチン化Ｉ（１，３，４，５）Ｐ４、ＰＩ（
３，４，５）Ｐ３検出タンパク質を含む、ＰＩ３－キナーゼ発光アッセイキットを、エシ
ュロンバイオサイエンス社（Echelon Biosciences）（ユタ州、ソルトレイクシティ）か
ら購入する。ドナーおよびアクセプタービーズを含む、ＡｌｐｈａＳｃｒｅｅｎ（商標）
ＧＳＴ検出キットを、パーキンエルマー・ライフサイエンス社（PerkinElmer Life Scien
ces）（マサチューセッツ州、ウォルトハム）から購入した。ＰＩ３Ｋδ（ｐ１１０δ／
ｐ８５α）を、ミリポワ社（Millipore）（マサチューセッツ州、ベッドフォード）から
購入する。ＡＴＰ、ＭｇＣｌ２、ＤＴＴ、ＥＤＴＡ、ＨＥＰＥＳおよびＣＨＡＰＳを、シ
グマアルドリッチ社（Sigma-Aldrich）（ミズーリ州、セントルイス）から購入する。
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【０８３４】
ＰＩ３ＫδのためのＡｌｐｈａＳｃｒｅｅｎ（商標）アッセイ
　キナーゼ反応を、サーモフィッシャー・サイエンティフィック社（Thermo Fisher Scie
ntific）製の３８４－ウェルのＲＥＭＰプレート中、最終体積４０μＬで実施する。阻害
剤をまずＤＭＳＯ中で段階希釈し、他の反応成分を添加するよりも前に、プレートウェル
に添加する。アッセイにおけるＤＭＳＯの最終濃度は２％である。ＰＩ３Ｋアッセイを、
５０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ　ｐＨ７．４、５ｍＭ　ＭｇＣｌ２、５０ｍＭ　ＮａＣｌ、５ｍＭ
　ＤＴＴおよびＣＨＡＰＳ０．０４％中、室温にて実施する。ＡＴＰの添加により反応を
開始し、２０μＭ　ＰＩＰ２、２０μＭ　ＡＴＰ、１．２ｎＭ　ＰＩ３Ｋδから成る最終
反応混合物を、２０分間インキュベートする。次いで反応混合物１０μＬを、クエンチ緩
衝液（５０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、ｐＨ７．４、１５０ｍＭ　ＮａＣｌ、１０ｍＭ　ＥＤＴＡ
、５ｍＭ　ＤＴＴ、０．１％トゥイーン－２０）中の、５μＬの５０ｎＭ　ビオチン化Ｉ
（１，３，４，５）Ｐ４に移し、その後、２５ｎＭ　ＰＩ（３，４，５）Ｐ３検出タンパ
ク質を含むクエンチ緩衝液中に懸濁された、１０μＬのＡｌｐｈａＳｃｒｅｅｎ（商標）
ドナーおよびアクセプタービーズを添加する。ドナーおよびアクセプタービーズ両方の最
終濃度は、２０ｍｇ／ｍｌである。プレートを密封した後、プレートを、室温で２時間、
暗所にてインキュベートする。生成物の活性を、Ｆｕｓｉｏｎ－ａｌｐｈａマイクロプレ
ートリーダー（パーキンエルマー社（Perkin-Elmer））で測定する。ＧｒａｐｈＰａｄ　
Ｐｒｉｓｍ３．０ソフトウェアを使用して、阻害剤濃度のログに対する制御活性率（％）
の曲線に適合させることにより、ＩＣ５０判定を実施する。
【０８３５】
実施例Ａ２：ＰＩ３Ｋ酵素アッセイ
　材料：脂質キナーゼ基質、ホスホイノシトール４，５－ビスホスフェート（ＰＩＰ２）
を、エシュロンバイオサイエンス社（Echelon Biosciences）（ユタ州、ソルトレイクシ
ティ）から購入する。ＰＩ３Ｋアイソフォームα、β、δおよびγを、ミリポワ社（Mill
ipore）（マサチューセッツ州、ベッドフォード）から購入する。ＡＴＰ、ＭｇＣｌ２、
ＤＴＴ、ＥＤＴＡ、ＭＯＰＳおよびＣＨＡＰＳを、シグマアルドリッチ社（Sigma-Aldric
h）（ミズーリ州、セントルイス）から購入する。
【０８３６】
　キナーゼ反応を、サーモフィッシャー・サイエンティフィック社（Thermo Fisher Scie
ntific）製の透明底９６ウェルプレート中、最終体積２４μＬで実施する。阻害剤をまず
ＤＭＳＯ中で段階希釈し、他の反応成分を添加するよりも前に、プレートウェルに添加す
る。アッセイにおけるＤＭＳＯの最終濃度は０．５％である。ＰＩ３Ｋアッセイを、２０
ｍＭ　ＭＯＰＳ、ｐＨ６．７、１０ｍＭ　ＭｇＣｌ２、５ｍＭ　ＤＴＴおよびＣＨＡＰＳ
０．０３％中、室温にて実施する。５０μＭ　ＰＩＰ２、キナーゼおよび種々の濃度の阻
害剤を含む、反応混合物を調製する。２．２μＣｉ［γ－３３Ｐ］ＡＴＰを含むＡＴＰを
、最終濃度１０００μＭまで添加して、反応を開始する。アッセイにおけるＰＩ３Ｋアイ
ソフォームα、β、δおよびγの最終濃度は、それぞれ１．３、９．４、２．９および１
０．８ｎＭであった。反応物を１８０分間インキュベートし、１００μＬの１Ｍ　リン酸
カリウムｐＨ８．０、３０ｍＭ　ＥＤＴＡクエンチ緩衝液の添加により、反応を停止する
。次いで反応溶液の１００μＬの一定分量を、９６ウェルのＭｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｍｕｌ
ｔｉＳｃｒｅｅｎ　ＩＰ０．４５μｍ　ＰＶＤＦフィルタプレートに移す（フィルタプレ
ートを、それぞれ２００μＬの１００％エタノール、蒸留水、および１Ｍのリン酸カリウ
ムｐＨ８．０で、予め湿らせておく）。フィルタプレートを真空下、Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ
　Ｍａｎｉｆｏｌｄ上で吸引し、１Ｍのリン酸カリウムｐＨ８．０および１ｍＭのＡＴＰ
を含む、１８ｘ２００μＬの洗浄緩衝液で洗浄する。吸引およびブロッティングによる乾
燥後、プレートをインキュベータ内で、３７℃にて一晩風乾する。次いでＰａｃｋａｒｄ
　ＴｏｐＣｏｕｎｔアダプタ（ミリポア社（Millipore））をプレートに取り付け、その
後、各ウェルに、１２０μＬのＭｉｃｒｏｓｃｉｎｔ２０シンチレーションカクテル（パ
ーキンエルマー社（Perkin Elmer））を添加する。プレートの密封後、Ｔｏｐｃｏｕｎｔ
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放射能を測定する。ＧｒａｐｈＰａｄ　Ｐｒｉｓｍ３．０ソフトウェアを使用して、阻害
剤濃度のログに対する制御活性率（％）の曲線に適合させることにより、ＩＣ５０判定を
実施する。
【０８３７】
実施例Ａ３：ＰＩ３Ｋδシンチレーション近接アッセイ
材料
　［γ－３３Ｐ］ＡＴＰ（１０ｍＣｉ／ｍＬ）を、パーキンエルマー社（Perkin Elmer）
（マサチューセッツ州、ウォルトハム）から購入した。脂質キナーゼ基質、Ｄ－ｍｙｏ－
ホスファチジルイノシトール４，５－ビスホスフェート（ＰｔｄＩｎｓ（４，５）Ｐ２）
Ｄ（＋）－ｓｎ－１，２－ジ－Ｏ－オクタノイルグリセリル、３－Ｏ－リン結合（ＰＩＰ
２）、ＣＡＳ　２０４８５８－５３－７を、エシュロンバイオサイエンス社（Echelon Bi
osciences）（ユタ州、ソルトレイクシティ）から購入した。ＰＩ３Ｋδ（ｐ１１０δ／
ｐ８５α）を、ミリポワ社（Millipore）（マサチューセッツ州、ベッドフォード）から
購入した。ＡＴＰ、ＭｇＣｌ２、ＤＴＴ、ＥＤＴＡ、ＭＯＰＳおよびＣＨＡＰＳをシグマ
アルドリッチ社（Sigma-Aldrich）（ミズーリ州、セントルイス）から購入した。小麦胚
芽凝集素（ＷＧＡ）ＹＳｉ　ＳＰＡシンチレーションビーズを、ジーイーヘルスケアライ
フサイエンス社（GE Healthcare Life Sciences）（ニュージャージー州、ピスカタウェ
イ）から購入した。
【０８３８】
　キナーゼ反応を、サーモフィッシャー・サイエンティフィック社（Thermo Fisher Scie
ntific）製のポリスチレン３８４ウェル・マトリックス白色プレート中、最終体積２５μ
Ｌで実施した。阻害剤をまずＤＭＳＯ中で段階希釈し、他の反応成分を添加するよりも前
に、プレートウェルに添加した。アッセイにおけるＤＭＳＯの最終濃度アッセイは０．５
％であった。ＰＩ３Ｋアッセイを、２０ｍＭ　ＭＯＰＳ、ｐＨ６．７、１０ｍＭ　ＭｇＣ
ｌ２、５ｍＭ　ＤＴＴおよびＣＨＡＰＳ０．０３％中、室温にて実施した。ＡＴＰの添加
により反応を開始し、最終反応混合物は２０μＭ　ＰＩＰ２、２０μＭ　ＡＴＰ、０．２
μ　Ｃｉ［γ－３３Ｐ］ＡＴＰ、４ｎＭ　ＰＩ３Ｋδから成っていた。反応物を２１０分
間インキュベートし、クエンチ緩衝液（１５０ｍＭリン酸カリウム　ｐＨ８．０、２０％
グリセロール、２５ｍＭ　ＥＤＴＡ、４００μＭ　ＡＴＰ）中に懸濁した４０μＬ　ＳＰ
Ａビーズの添加により、反応を停止した。ＳＰＡビーズの最終濃度は１．０ｍｇ／ｍＬで
あった。プレートの密封後、プレートを室温で一晩振盪し、１８００ｒｐｍで１０分間遠
心分離し、Ｔｏｐｃｏｕｎｔ（パーキンエルマー社（Perkin Elmer））上でのシンチレー
ション計測により、生成物の放射能を測定した。ＧｒａｐｈＰａｄ　Ｐｒｉｓｍ３．０ソ
フトウェアを使用して、阻害剤濃度のログに対する制御活性率（％）の曲線に適合させる
ことにより、ＩＣ５０判定を実施した。アッセイＡ３により決定された、実施例のＩＣ５

０データを、表１０に示す。アッセイＡ２により決定された、実施例３６１および３６３
のＩＣ５０データを、表１０ａに示す。
【０８３９】
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【表８８】

【０８４０】
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【表８９】

【０８４１】
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【表９０】

【０８４２】
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【表９１】

【０８４３】
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【表９２】

【０８４４】
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【表９３】

【０８４５】
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【表９４】

＊列の記号：
＋は１０ｎＭ以下を表す
＋＋は１０ｎＭ～５０ｎＭ超を表す
＋＋＋は５０ｎＭ～２００ｎＭ超を表す
＋＋＋＋は２００ｎＭ～５００ｎＭ超を表す
＋＋＋＋＋は５００ｎＭ超を表す
【０８４６】
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【表９５】

＊列の記号：
＋は１０ｎＭ以下を表す
＋＋は１０ｎＭ～５０ｎＭ超を表す
＋＋＋は５０ｎＭ～２００ｎＭ超を表す
＋＋＋＋は２００ｎＭ～５００ｎＭ超を表す
＋＋＋＋＋は５００ｎＭ超を表す
【０８４７】
実施例Ｂ１：Ｂ細胞増殖アッセイ
　Ｂ細胞を取得するために、Ｆｉｃｏｌｌ－Ｈｙｐａｇｕｅ（ジーイーヘルスケアライフ
サイエンス社（GE Healthcare ,Piscataway）ニュージャージー州、ピスカタウェイ））
上で、標準的な密度勾配遠心により、正常な、薬剤を摂取していない提供者の末梢血から
、ヒトＰＢＭＣを単離し、抗ＣＤ１９マイクロビーズ（ミルテニイバイオテック社（Milt
enyi Biotech）カリフォルニア州、オーバーン）とともにインキュベートする。次いでＢ
細胞を、製造者の指示に従ってａｕｔｏＭａｃｓ（ミルテニイバイオテック社（Miltenyi
 Biotech））を使用して、陽性免疫ソーティングにより精製する。
【０８４８】
　精製されたＢ細胞（２ｘ１０５／ウェル／２００μＬ）を、９６ウェルの超低結合プレ
ート（コーニング社（Corning））、ニューヨーク州、コーニング）で、ＲＰＭＩ１６４
０、１０％ＦＢＳおよびヤギＦ（ａｂ’）２抗ヒトＩｇＭ（１０μｇ／ｍｌ）（インビト
ロジェン社（Invitrogen）、カリフォルニア州、カールスバッド）中、異なる量の試験化
合物の存在下にて、３日間培養する。次いで、ＰＢＳ中の［３Ｈ］－チミジン（１μＣｉ
／ウェル）（パーキンエルマー社（Perkin Elmer）、マサチューセッツ州、ボストン）を
、Ｂ細胞培養に、さらに１２時間添加した後、組み込まれた放射能を、ＧＦ／Ｂフィルタ
（パッカードバイオサイエンス社（Packard Bioscience）、コネチカット州、メリデン）
で水を用いて濾過することより分離し、ＴｏｐＣｏｕｎｔ（パッカードバイオサイエンス
社）での液体シンチレーション計測により測定する。
【０８４９】
実施例Ｂ２：Ｐｆｅｉｆｆｅｒ細胞増殖アッセイ
　Ｐｆｅｉｆｆｅｒ細胞株（びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫）をＡＴＣＣ社（バージニ
ア州、マナッサス）から購入し、推奨された培養培地（ＲＰＭＩおよび１０％ＦＢＳ）中
に維持する。化合物の抗増殖活性を測定するために、試験化合物の濃度範囲の存在下また
は不存在下で、Ｐｆｅｉｆｆｅｒ細胞を、培養培地（２ｘ１０３細胞／ウェル／２００μ
ｌあたり）とともに、９６ウェルの超低結合プレート（コーニング社（Corninｇ））、ニ
ューヨーク州、コーニング）中に撒く。次いで、３～４日後、ＰＢＳ中の［３Ｈ］－チミ
ジン（１μＣｉ／ウェル）（パーキンエルマー社（Perkin Elmer）、マサチューセッツ州
、ボストン）を、細胞培養に、さらに１２時間添加した後、組み込まれた放射能を、ＧＦ
／Ｂフィルタ（パッカードバイオサイエンス社（Packard Bioscience）、コネチカット州
、メリデン）で水を用いて濾過することにより分離し、ＴｏｐＣｏｕｎｔ（パッカードバ
イオサイエンス社）での液体シンチレーション計測により測定する。選択された化合物の
ＩＣ５０データを、表１１に示す。
【０８５０】
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【表９７】

＊列の記号：
＋は１０ｎＭ以下を表す
＋＋は、１０ｎＭ～５０ｎＭ超を表す
【０８５１】
実施例Ｃ：Ａｋｔリン酸化アッセイ
　Ｒａｍｏｓ細胞（バーキットリンパ腫由来のＢリンパ球）を、ＡＴＣＣ社（バージニア
州、マナッサス）から取得し、ＲＰＭＩ１６４０および１０％ＦＢＳ中に維持する。細胞
（３ｘ１０７細胞／管／ＲＰＭＩ中３ｍＬ）を、異なる量の試験化合物とともに３７℃で
２時間インキュベートし、次いでヤギＦ（ａｂ’）２抗－ヒトＩｇＭ（５μｇ／ｍＬ）（
インビトロジェン社（Invitrogen）により、３７℃で１７分間、水浴中で刺激する。刺激
した細胞を、４℃にて、遠心分離により沈降させ、３００μＬの溶解緩衝液（セルシグナ
リングテクノロジー社（Cell Signaling Technology）、マサチューセッツ州、ダンバー
ス）を使用して、細胞全体の抽出物を調製する。得られた可溶化液を超音波処理し、上清
を回収する。製造者の指示に従って、ＰａｔｈＳｃａｎ　ｐｈｏｓｐｈｏ－Ａｋｔ１（Ｓ
ｅｒ４７３）サンドイッチＥＬＩＳＡキット（セルシグナリングテクノロジー社）を使用
して、上清中のＡｋｔのリン酸化レベルを解析。
【０８５２】
　前述の記載から、本明細書に記載されるものに加え、本発明の種々の改変が、当業者に
は明らかとなるであろう。そのような改変もまた、添付される請求の範囲に含まれること
が意図される。本出願に引用される、全ての特許、特許出願、および刊行物を含む各参照
は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
　また、本発明には、以下の態様が含まれる。
［１］
　式Ｉ：
【化１】

［式中、
　ＸはＣＲ９またはＮであり；
　ＷはＣＲ７またはＮであり；
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　ＹはＣＲ８、ＣＲ８ａ、またはＮであり；
　Ｚは結合またはＣ（＝Ｏ）であり；
　但し、－Ｗ＝Ｙ－Ｚ－が、－ＣＲ７＝ＣＲ８、－Ｎ＝ＣＲ８－、－ＣＲ７＝ＣＲ８ａ－
Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｎ＝ＣＲ８ａ－Ｃ（＝Ｏ）－、または－ＣＲ７＝Ｎ－Ｃ（＝Ｏ）－であ
ることを条件とし；
　Ｒ１はＣ１－３アルキルであり；
　Ｒ２はハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ１－

６ハロアルコキシ、フェニル、または５～６員ヘテロアリールであり；ここで前記フェニ
ルおよび５～６員ヘテロアリールは、それぞれ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、
Ｃ１－４アルコキシ、およびＣ１－４ハロアルコキシから独立して選択される、１、２、
３、または４個の置換基により置換されていてもよく；
　Ｒ３はＣｙ、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ、ハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｃ１－６アルキ
ル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＲａ、ＳＲａ

、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄ、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ、ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ、ＯＣ
（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ（＝Ｏ）Ｒｂ、ＮＲｃＣ（＝Ｏ）ＯＲｂ、Ｎ
ＲｃＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄ、Ｃ（＝ＮＲｅ）Ｒｂ、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ
（＝ＮＲｅ）ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＳ（＝Ｏ）２Ｒｂ、ＮＲｃＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃＲｄ、Ｓ
（＝Ｏ）２Ｒｂ、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃＲｄであり；ここで前記Ｃ１－６アルキル、
Ｃ２－６アルケニル、およびＣ２－６アルキニルは、それぞれ、１、２、３、または４個
の独立して選択されるＲ３ａ基により置換されていてもよく；
　Ｒ４はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ５はハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４アルコ
キシ、Ｃ１－４ハロアルコキシ、またはシクロプロピルであり；
　Ｒ６はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ７はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、－ＯＨ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６

アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、ＯＲ
ａ２、ＳＲａ２、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、
ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ
）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｎ
Ｒｅ）Ｒｂ２、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２

、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２

、Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ２、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６

アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、それぞれ、１、２、３、または
４個の独立して選択されるＲ１１基により置換されていてもよく；
　Ｒ８ａはＨ、ハロ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキ
ニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、Ｃ（＝Ｏ）
Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ
（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｎ
Ｒｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｓ
（＝Ｏ）２Ｒｂ２、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６アル
キル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、それぞれ、１、２、３、または４個
の独立して選択されるＲ１１基により置換されていてもよく；
　Ｒ９はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ１０はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
　各Ｒａ、Ｒｂ、Ｒｃ、およびＲｄは、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、
Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、およびＣｙから独立して選択され；ここで前
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記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、およびＣ２－６アルキニルは、それぞれ、１
、２、もしくは３個の独立して選択されるＲ３ｂ基で置換されていてもよいか；
　またはＲｃおよびＲｄは、それらが結合するＮ原子と一緒になって、－ＯＨもしくはＣ

１－３アルキルで置換されていてもよい、４員、５員、６員もしくは７員ヘテロシクロア
ルキル基を形成し；
　各ＲｅはＨ、ＣＮ、ＯＨ、Ｃ１－４アルキル、およびＣ１－４アルコキシから独立して
選択され；
　各Ｃｙは、それぞれが１、２、３、または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で置換さ
れていてもよい、Ｃ３－７シクロアルキル、４～１０員ヘテロシクロアルキル、フェニル
、ナフチル、および５～１０員ヘテロアリールから独立して選択され；
　各Ｒ３ａはハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６ア
ルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＲａ１、ＳＲａ１、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ（＝Ｏ）
ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ１、ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ

１、ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ１、ＮＲｃ

１Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝ＮＲｅ）Ｒｂ１、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、
ＮＲｃ１Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ
）２ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独立
して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル
は、それぞれ、１個、２個または３個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていても
よく；
　各Ｒ３ｂは、Ｃｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｃ１

－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＲ
ａ１、ＳＲａ１、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ１、
ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ
）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ（＝Ｎ
Ｒｅ）Ｒｂ１、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ１Ｒｄ１

、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１

、Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独立して選択され；ここ
で前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、それぞれ、１個
、２個または３個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　各Ｃｙ１は、それぞれが１個、２個、３個または４個の独立して選択されるＲ１１基で
置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェ
ニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員
ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され
；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シ
クロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニルおよび５～６員ヘテロアリール
は、それぞれ、１個、２個もしくは３個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていて
もよいか；
　またはＲｃ１およびＲｄ１は、それらが結合しているＮ原子と一緒になって、－ＯＨも
しくはＣ１－３アルキルで置換されていてもよい、４員、５員、６員もしくは７員ヘテロ
シクロアルキル基を形成し；
　各Ｃｙ２は、それぞれが１個、２個、３個または４個の独立して選択されるＲ１１基で
置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェ
ニル、５～６員ヘテロアリール、または９～１０員二環式ヘテロアリールから独立して選
択され；
　各Ｒａ２、Ｒｂ２、Ｒｃ２、およびＲｄ２は、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員
ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され
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；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シ
クロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニルおよび５～６員ヘテロアリール
は、それぞれ、１個、２個もしくは３個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていて
もよいか；
　またはＲｃ2およびＲｄ２は、それらが結合しているＮ原子と一緒になって、－ＯＨも
しくはＣ１－３アルキルで置換されていてもよい、４員、５員、６員もしくは７員ヘテロ
シクロアルキル基を形成し；
　各Ｒ１１は、ＯＨ、ＮＯ２、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ２－３アルケニル、Ｃ

２－３アルキニル、Ｃ１－３ハロアルキル、シアノ－Ｃ１－３アルキル、ＨＯ－Ｃ１－３

アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ３－７シクロアルキル、Ｃ１－３

アルコキシ、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３

アルキル）アミノ、チオ、Ｃ１－３アルキルチオ、Ｃ１－３アルキルスルフィニル、Ｃ１

－３アルキルスルホニル、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、ジ（Ｃ１－３アル
キル）カルバミル、カルボキシ、Ｃ１－３アルキルカルボニル、Ｃ１－４アルコキシカル
ボニル、Ｃ１－３アルキルカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルスルホニルアミノ、アミ
ノスルホニル、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニル、ジ（Ｃ１－３アルキル）アミノスル
ホニル、アミノスルホニルアミノ、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニルアミノ、ジ（Ｃ１

－３アルキル）アミノスルホニルアミノ、アミノカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルア
ミノカルボニルアミノ、およびジ（Ｃ１－３アルキル）アミノカルボニルアミノから独立
して選択される］
で示される化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［２］
【化２】

で示される部分が
【化３】

である、［１］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［３］
　Ｒ１がメチルである、［１］～［２］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤
的に許容される塩。
［４］
　Ｒ２がＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１個、２個、３個または４個の置換基で置換され
ていてもよい、［１］～［３］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的に許容
される塩。
［５］
　各Ｒａ、Ｒｂ、Ｒｃ、およびＲｄが、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、およびＣ１－６ハロアル
キルから独立して選択される、［１］～［４］のいずれか１項に記載の化合物、またはそ
の薬剤的に許容される塩。
［６］
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　Ｒ３がＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄが、Ｃ１－６

アルキルから独立して選択される、［１］～［４］のいずれか１項に記載の化合物、また
はその薬剤的に許容される塩。
［７］
　Ｒ３がＣｙである、［１］～［４］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的
に許容される塩。
［８］
　Ｒ３がＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄが、Ｃ１－６アルキルか
ら独立して選択される、［１］～［４］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤
的に許容される塩。
［９］
　各Ｃｙが、それぞれが１個、２個、３個または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で置
換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニ
ル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択される、［１］～［７］のいずれか
１項に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［１０］
　各Ｃｙが、それぞれが１個、２個、３個または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で置
換されていてもよい、アゼチジン環、ピラゾール環、ピリジン環、ピリミジン環、および
フェニル環から独立して選択される、［１］～［７］のいずれか１項に記載の化合物、ま
たはその薬剤的に許容される塩。
［１１］
　各Ｃｙが、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ
、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、
Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から
独立して選択される１個または２個のＲ３ｂで置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロア
ルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから
独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３個の独立して選
択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　Ｃｙ１がＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１が、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３
個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　各Ｒ１１が独立して、ＯＨまたはＣ１－３アルコキシである、
［１］～［７］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［１２］
　各Ｃｙが、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ
、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、
Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から
選択される１個のＲ３ｂで置換されていてもよい、アゼチジン環、ピラゾール環、ピリジ
ン環、ピリミジン環、フェニル環から独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは
、１個、２個または３個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　Ｃｙ１がＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１が、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、およびＣ１－６

ハロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または
３個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　各Ｒ１１が独立して、ＯＨまたはＣ１－３アルコキシである；
［１］～［７］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［１３］
　Ｒ４がハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルである、［１］～［１２］のいずれか１項
に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
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［１４］
　Ｒ５がハロまたはＣＮである、［１］～［１３］のいずれか１項に記載の化合物、また
はその薬剤的に許容される塩。
［１５］
　Ｒ６がＨである、［１］～［１４］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的
に許容される塩。
［１６］
　Ｒ７がＨである、［１］～［１５］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的
に許容される塩。
［１７］
　Ｒ８がＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１個または２個の独立して選択されるＲ１１基により置換されていてもよい、Ｃ

３－６シクロアルキル、フェニル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシク
ロアルキルから選択される、［１］～［１６］のいずれか１項に記載の化合物、またはそ
の薬剤的に許容される塩。
［１８］
　Ｒ８がＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれがＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、ＨＯ－Ｃ１－３

アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、Ｃ１－３ハロ
アルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）アミノ、カルバ
ミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、およびジ（Ｃ１－３アルキル）カルバミルから選択
される１個のＲ１１で置換されていてもよい、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニル、５～
６員ヘテロアリール、または４～７員ヘテロシクロアルキルから選択される、［１］～［
１６］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［１９］
　Ｒ８がＨ、ハロ、ＣＮ、メチル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、それぞれがＯ
Ｈ、ＣＮ、フルオロ、メチル、２－ヒドロキシエチル、ジメチルカルバミル、アミノ、メ
チルカルバミル、およびジメチルカルバミルから選択される１個のＲ１１で置換されてい
てもよい、シクロプロピル、フェニル、ピラゾール環、ピリジン環、またはピリミジン環
から選択される、［１］～［１６］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的に
許容される塩。
［２０］
　各Ｒ１１が独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである、［１］～［１０］および［１３］～［１７］のいずれか１項に記載の化合
物、またはその薬剤的に許容される塩。
［２１］
　Ｒ８ａがＨ、ハロ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキ
ニル、Ｃ１－６ハロアルキル、またはＣｙ２である、［１］～［１６］のいずれか１項に
記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［２２］
　Ｒ８ａがＨまたはハロである、［１］～［１６］のいずれか１項に記載の化合物、また
はその薬剤的に許容される塩。
［２３］
　Ｒ９がＨである、［１］～［２２］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的
に許容される塩。
［２４］
　Ｒ１０がＨである、［１］～［２３］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤
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［２５］
【化４】

で示される部分が
【化５】

であり；
　Ｒ１がメチルであり；
　Ｒ２がＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ３がＣｙであり；
　Ｃｙが、それぞれが１個、２個、３個または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で置換
されていてもよい、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル
、および５～６員ヘテロアリールから選択され；
　Ｒ４がハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５がハロまたはＣＮであり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、およびＲ１０がそれぞれＨであり；
　Ｒ８がＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２が、そ
れぞれが１個または２個の独立して選択されるＲ１１基により置換されていてもよい、Ｃ

３－６シクロアルキル、フェニル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシク
ロアルキルから選択され；
　Ｒ８ａがＨまたはハロであり；
　各Ｒ１１が独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである、
［１］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［２６］
【化６】

で示される部分が：
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【化７】

であり；
　Ｒ１がメチルであり；
　Ｒ２がフェニルであり；ここで前記フェニルは、ハロから独立して選択される１個、２
個、３個または４個の置換基により所望により置換され；
　Ｒ３がＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄはＣ１－６アルキルから
独立して選択され；
　Ｃｙが、それぞれが１個、２個、３個または４個の独立して選択されるＲ３ｂ基で置換
されていてもよい、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル
、および５～６員ヘテロアリールから選択され；
　Ｒ４がハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５がハロまたはＣＮであり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、およびＲ１０がそれぞれＨであり；
　Ｒ８がＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２が、そ
れぞれが１個または２個の独立して選択されるＲ１１基により置換されていてもよい、Ｃ

３－６シクロアルキル、フェニル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシク
ロアルキルから選択され；
　Ｒ８ａがＨまたはハロであり；
　各Ｒ１１が独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである、
［１］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［２７］
【化８】

で示される部分が：
【化９】

であり；
　Ｒ１がメチルであり；
　Ｒ２がＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ３がＣｙであり；
　Ｃｙが、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
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Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１個または２個のＲ３ｂで置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアル
キル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選
択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルが、１個、２個または３個の独立して選択されるＲ
１１基で、所望により置換され；
　Ｃｙ１がＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１が、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルが、１個、２個または３
個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　Ｒ４がハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５がハロまたはＣＮであり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、およびＲ１０がそれぞれＨであり；
　Ｒ８がＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２が、そ
れぞれが１個のＲ１１基により置換されていてもよい、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニ
ル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロアルキルから選択され；
　Ｒ８ａがＨまたはハロであり；ならびに
　各Ｒ１１が独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである、
［１］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［２８］
【化１０】

で示される部分が
【化１１】

であり；
　Ｒ１がメチルであり；
　Ｒ２がフェニルであり；ここで前記フェニルが、ハロから独立して選択される１個、２
個、３個または４個の置換基により置換されていてもよく；
　Ｒ３がＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄがＣ１－６アルキルから
独立して選択され；
　Ｃｙが、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１個または２個のＲ３ｂで置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアル
キル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選
択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３個の独立して選択されるＲ
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１１基で置換されていてもよく；
　Ｃｙ１がＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１が、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３
個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　Ｒ４がハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５がハロまたはＣＮであり；
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、およびＲ１０がそれぞれＨであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２が、そ
れぞれが１個のＲ１１基により置換されていてもよい、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニ
ル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロアルキルから選択され；
　Ｒ８ａがＨまたはハロであり；
　各Ｒ１１が独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである、
［１］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［２９］
　式ＩＩ：
【化１２】

で示される、［１］～［１４］、［１７］～［２０］、および［２５］～［２８］のいず
れか１項に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［３０］
　式ＩＩＩ：

【化１３】

で示される、［１］～［１４］および［２５］～［２８］のいずれか１項に記載の化合物
、またはその薬剤的に許容される塩。
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［３１］
　式ＩＶ：
【化１４】

で示される、［１］～［１４］および［２５］～［２８］のいずれか１項に記載の化合物
、またはその薬剤的に許容される塩。
［３２］
　式Ｖ：
【化１５】

で示される、［１］～［１４］、［１７］～［２０］、および［２５］～［２８］のいず
れか１項に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［３３］
　式ＩＩａ：
【化１６】

［式中、
　Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１個、２個、３個または４個の置換基で置換され
ていてもよく；
　Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６
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アルキルから独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１個または２個のＲ３ｂで置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアル
キル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選
択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３個の独立して選択されるＲ
１１基で置換されていてもよく；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３
個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１個のＲ１１基により置換されていてもよい、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニ
ル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロアルキルから選択され；
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである］
で示される、［１］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［３４］
　式ＩＩＩａ：
【化１７】

［式中、
　Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１個、２個、３個または４個の置換基で置換され
ていてもよく；
　Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６

アルキルから独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１個または２個のＲ３ｂで置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアル
キル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選
択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３個の独立して選択されるＲ
１１基で置換されていてもよく；
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　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３
個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである］
で示される、［１］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［３５］
　式ＩＶａ：

【化１８】

［式中：
　Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１個、２個、３個または４個の置換基で置換され
ていてもよく；
　Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６

アルキルから独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１個または２個のＲ３ｂで置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアル
キル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選
択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３個の独立して選択されるＲ
１１基で置換されていてもよく；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３
個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである］
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で示される、［１］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［３６］
　式Ｖａ：
【化１９】

［式中：
　Ｒ２はＣ１－６アルキル、Ｃ１－３アルコキシ、またはフェニルであり；ここで前記フ
ェニルは、ハロから独立して選択される１個、２個、３個または４個の置換基で置換され
ていてもよく；
　Ｒ３はＣｙまたはＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各ＲｃおよびＲｄは、Ｃ１－６

アルキルから独立して選択され；
　Ｃｙは、それぞれがＣｙ１、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ１、ハロ、ＣＮ、ＯＨ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ１、Ｃ
（＝Ｏ）ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ１、およびＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独
立して選択される１個または２個のＲ３ｂで置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアル
キル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから選
択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３個の独立して選択されるＲ
１１基で置換されていてもよく；
　Ｃｙ１はＣ３－６シクロアルキルまたは４～７員ヘテロシクロアルキルであり；
　各Ｒａ１、Ｒｂ１、Ｒｃ１、およびＲｄ１は、Ｈ、Ｃ１－６アルキルおよびＣ１－６ハ
ロアルキルから独立して選択され；ここで前記Ｃ１－６アルキルは、１個、２個または３
個の独立して選択されるＲ１１基で置換されていてもよく；
　Ｒ４はハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５はハロまたはＣＮであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、またはＣｙ２であり；ここでＣｙ２は、そ
れぞれが１個のＲ１１基により置換されていてもよい、Ｃ３－６シクロアルキル、フェニ
ル、５～６員ヘテロアリール、および４～７員ヘテロシクロアルキルから選択され；
　各Ｒ１１は独立して、ＯＨ、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３ハロアルキル、
ＨＯ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－３アルコキシ
、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３アルキル）
アミノ、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、またはジ（Ｃ１－３アルキル）カル
バミルである］
で示される、［１］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［３７］
　Ｒ２がＣ１－３アルコキシであり；Ｒ３がＣｙである；［３３］～［３６］のいずれか
１項に記載の化合物、または薬剤的に許容される塩。
［３８］
　Ｒ２が、ハロから独立して選択される１個、２個、３個または４個の置換基により置換
されていてもよいフェニルであり；Ｒ３がＣ（＝Ｏ）ＮＲｃＲｄであり；ここで各Ｒｃお
よびＲｄがＣ１－６アルキルから独立して選択される、［３３］～［３６］のいずれか１
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項に記載の化合物、または薬剤的に許容される塩。
［３９］
　Ｒ２またはＲ３が少なくとも１つの環状部分を含む、［１］～［３８］のいずれか１項
に記載の化合物。
［４０］
　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル）－２－メト
キシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリ
ミジン－４－アミン；
　１－｛１－［３－（１－アセチルアゼチジン－３－イル）－５－クロロ－２－メトキシ
－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－プロピオニルアゼチ
ジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリ
ミジン－４－アミン；
　１－（１－｛５－クロロ－３－［１－（シクロプロピルメチル）アゼチジン－３－イル
］－２－メトキシ－４－メチルフェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－メチルアゼチジン－
３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－エチルアゼチジン－３－イル）－２－メトキシ－
４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソブチルアゼチジン－３－イル）－２－メトキ
シ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－４－アミン；
　１－｛１－［３－（１－ｓｅｃ－ブチルアゼチジン－３－イル）－５－クロロ－２－メ
トキシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン；
　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－３－［１－（２－メトキシエチル）アゼチジ
ン－３－イル］－４－メチルフェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－メチ
ルアゼチジン－１－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－７－イル）
エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジ
ン－２－カルボキサミド；
　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イ
ル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ヨード－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
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　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ－メチ
ルピコリンアミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）ピリジン－２－カルボキサミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　２－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－１
Ｈ－ピラゾール－１－イル）エタノール；
　３’－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
１－イル）エチル］－５’－クロロ－３－フルオロ－２’－メトキシ－Ｎ，Ｎ，６’－ト
リメチルビフェニル－４－カルボキサミド；
　３’－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
１－イル）エチル］－５’－クロロ－３－フルオロ－２’－メトキシ－Ｎ，６’－ジメチ
ルビフェニル－４－カルボキサミド；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）ピコリンアミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５
Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－アミノ－８－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－［５－（メチ
ルスルホニル）ピリジン－３－イル］フェニル｝エチル）ピリド［２，３－ｄ］ピリミジ
ン－５（８Ｈ）－オン；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５
Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ニコチノニト
リル；
　４－アミノ－８－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ピリジン－３
－イルフェニル）エチル］ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オン；
　４－アミノ－８－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－ピリミジン－
５－イルフェニル）エチル］ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ）－オン；
　３’－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）
－イル）エチル］－５’－クロロ－２’－メトキシ－Ｎ，Ｎ，６’－トリメチルビフェニ
ル－３－カルボキサミド；
　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－３－（５－フルオロピリジン－３－イル）－２
－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５（８Ｈ
）－オン；
　３’－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）
－イル）エチル］－５’－クロロ－２’－メトキシ－Ｎ，Ｎ，６’－トリメチルビフェニ
ル－３－スルホンアミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５
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Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－メチル
ピリジン－２－カルボキサミド；
　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル
）－２－メトキシ－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５
（８Ｈ）－オン；
　４－アミノ－８－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－３－（１－イソプロピルアゼチ
ジン－３－イル）－４－メチルフェニル］エチル｝ピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－５
（８Ｈ）－オン；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５
Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　６－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－４－クロロ－Ｎ－エチル－３’，５’－ジフルオロ－３－メチルビフ
ェニル－２－カルボキサミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル
）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリ
ジン－２－カルボキサミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル
）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２－ヒドロキシ
エチル）ピリジン－２－カルボキサミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－シアノ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［４，３－ｃ］ピリジン
－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン
－７－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［５－（メチルスルホニル）ピリジ
ン－３－イル］ベンゾニトリル；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル）－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピコリンアミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５
Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－（１－（４－アミノ－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－
イル）エチル）－６－クロロ－３－エトキシ－２－（５－（メチルスルホニル）ピリジン
－３－イル）ベンゾニトリル；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（３－フルオロフェニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフ
ェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メ
チルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エト
キシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
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　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エト
キシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－３－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メ
チルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［１－（２－ヒドロキシエチル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－４－イル］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝エチル）－５
－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カル
ボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－シクロプロピル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－
Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－シアノ－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（４－フルオロフェニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフ
ェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛４－アミノ－１－［１－（５－クロロ－３－｛６－［（ジメチルアミノ）カルボ
ニル］ピリジン－３－イル｝－２－エトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－３－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボ
キサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（５－シアノピリジン－３－イル）－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－
メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（２－アミノピリミジン－５－イル）－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６
－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－｛６－［（メチルアミノ）カルボニル］ピリジン
－３－イル｝－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－ク
ロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキ
サミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ピリジン－４－イル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－ピリジン－３－イル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－｛５－［（ジメチルアミノ）カルボニル］ピリジ
ン－３－イル｝－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－
クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボ
キサミド；
　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－オキセタン－３－イ
ルアゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－［１－（テトラヒドロ－２
Ｈ－ピラン－４－イル）アゼチジン－３－イル］フェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
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ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルニコチンアミド；および
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
から選択される［１］に記載の化合物、または前述のもののいずれかの薬剤的に許容され
る塩。
［４１］
　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イ
ル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン；
　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフ
ェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール；
　（２Ｒ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフ
ェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール；
　１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフェニル｝ア
ゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパン－２－オール；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキシフェニル｝ア
ゼチジン－１－イル）エタノール；
　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－２－メトキシ－３－（１－オキセタン－３－
イルアゼチジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イ
ル）－２－メトキシフェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　２－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－６－フルオロ－２－メトキ
シフェニル）アゼチジン－１－イル］エタノール；
　１－｛１－［５－クロロ－４－フルオロ－２－メトキシ－３－（１－メチルアゼチジン
－３－イル）フェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　（２Ｓ）－１－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－６－フルオロ－
２－メトキシフェニル）アゼチジン－１－イル］プロパン－２－オール；
　５－（１－（４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル）－２－フルオロ－３－（１－（（Ｓ）－２－ヒドロキシ
プロピル）アゼチジン－３－イル）－４－メトキシベンゾニトリル；
　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル］エチル｝－２－フルオロ－３－［１－（２－ヒドロキシエチル）
アゼチジン－３－イル］－４－メトキシベンゾニトリル；
　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［（３Ｒ）－３－ヒドロキシブタ－１－イン－１
－イル］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝エチル）－５－クロロ
－２－エトキシ－６－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミ
ドビス（トリフルオロアセテート）；
　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［（３Ｓ）－３－ヒドロキシブタ－１－イン－１
－イル］－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝エチル）－５－クロロ
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－２－エトキシ－６－メチルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミ
ドビス（トリフルオロアセテート）；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－エチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニ
ル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ヒドロキシメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニ
ル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）
；
　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［（メチルアミノ）メチル］－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチル
フェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドトリス（トリフルオロアセ
テート）；
　５－［３－（１－｛４－アミノ－３－［（ジメチルアミノ）メチル］－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル｝エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチ
ルフェニル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドトリス（トリフルオロア
セテート）；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（フルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル
）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）；
　３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－Ｎ－エチル－
６－メチルベンズアミド；
　３－｛１－［４－アミノ－３－（３－フルオロ－５－ヒドロキシフェニル）－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－Ｎ
－エチル－６－メチルベンズアミド；
　３－（１－（４－アミノ－３－（２－アミノベンゾ［ｄ］オキサゾール－５－イル）－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エト
キシ－Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド；
　３－｛１－［４－アミノ－３－（２－アミノ－１，３－ベンゾチアゾ－ル－６－イル）
－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エ
トキシ－Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド；
　３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－５－イル）－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エト
キシ－Ｎ－エチル－６－メチルベンズアミド；
　３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－インダゾール－６－イル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－Ｎ－エチル
－６－メチルベンズアミド；
　３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－インドール－５－イル）－１Ｈ－ピラゾロ［３
，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－Ｎ－エチル－
６－メチルベンズアミド；
　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イ
ル）－４－メチルフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリ
ミジン－４－アミンビス（トリフルオロアセテート）；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝アゼ
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チジン－１－イル）エタノールビス（トリフルオロアセテート）；
　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オールビス（トリフルオロアセテート）；
　（２Ｒ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール；
　１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝アゼ
チジン－１－イル）－２－メチルプロパン－２－オール；
　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）－１－オキソプロパン－２－オールトリフルオロアセテー
ト；
　（２Ｒ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）－１－オキソプロパン－２－オール；
　１－［１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－メチル－３－｛１－［（１－メチル－１
Ｈ－ピラゾール－４－イル）カルボニル］アゼチジン－３－イル｝フェニル）エチル］－
３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミントリフルオロアセテ
ート；
　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール；
　（２Ｒ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼ
チジン－１－イル）エタノール；
　（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼチジ
ン－１－イル）アセトニトリル；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼ
チジン－１－イル）プロパンニトリル；
　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－［１－（テトラヒドロフラ
ン－３－イル）アゼチジン－３－イル］フェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－［１－（２，２，２－トリ
フルオロエチル）アゼチジン－３－イル］フェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　３－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼ
チジン－１－イル）－１，１，１－トリフルオロプロパン２－オール；
　（２Ｒ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）－Ｎ－メチルプロパンアミドトリフルオロアセテート；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼ
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チジン－１－イル）アセトアミド；
　１－（１－｛５－クロロ－３－［１－（２，２－ジフルオロエチル）アゼチジン－３－
イル］－２－メトキシ－４－メチルフェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　２－（３－{３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１H－ピラゾロ［３,４－d］ピリミ
ジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル}アゼチジ
ン－１－イル）－３,３,３－トリフルオロプロパン１－オール；
　１－（１－｛５－クロロ－３－［１－（２－フルオロ－１－メチルエチル）アゼチジン
－３－イル］－２－メトキシ－４－メチルフェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　（２Ｒ）－３－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）－１，１，１－トリフルオロプロパン２－オール；
　（２Ｓ）－３－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）－１，１，１－トリフルオロプロパン２－オール；
　１－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－｛１－［（１－メチル－１
Ｈ－ピラゾール－４－イル）カルボニル］アゼチジン－３－イル｝フェニル）エチル］－
３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）－１－オキソプロパン－２－オール；
　１－（１－｛５－クロロ－３－［１－（シクロプロピルカルボニル）アゼチジン－３－
イル］－２－メトキシ－４－メチルフェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－［１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－｛１－［（５－メチルイソ
オキサゾール－４－イル）カルボニル］アゼチジン－３－イル｝フェニル）エチル］－３
－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　（２Ｒ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）－１－オキソプロパン－２－オールトリフルオロアセテー
ト；
　１－［（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ア
ゼチジン－１－イル）カルボニル］シクロプロパノール；
　１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼ
チジン－１－イル）－２－メチル－１－オキソプロパン－２－オール；
　１－（１－｛５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－［１－（１Ｈ－ピラゾール
－４－イルカルボニル）アゼチジン－３－イル］フェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）
－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－メ
トキシ－６－メチルフェニル）アゼチジン－１－イル］アセトニトリルビス（トリフルオ
ロアセテート）；
　［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－１Ｈ－ピラ
ゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－メトキシ－６－
メチルフェニル）アゼチジン－１－イル］アセトニトリル；
　１－｛１－［５－クロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル）－２－メト
キシ－４－メチルフェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３
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，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル）－４
－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル；
　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル］エチル｝－４－メトキシ－２－メチル－３－［１－（２，２，２
－トリフルオロエチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－［１－（２－ヒドロキシエチル）アゼチジン－３
－イル］－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル；
　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシプロピル］ア
ゼチジン－３－イル｝－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル；
　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－｛１－［（２Ｒ）－２－ヒドロキシプロピル］ア
ゼチジン－３－イル｝－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル；
　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－［１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロピル）
アゼチジン－３－イル］－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル；
　（２Ｓ）－２－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－シアノ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル）アゼチジン－１－イル］－Ｎ－メチルプロパンアミド；
　（２Ｒ）－２－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－シアノ－２－メトキシ－
６－メチルフェニル）アゼチジン－１－イル］－Ｎ－メチルプロパンアミド；
　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－［１－（２，２－ジフルオロエチル）アゼチジン
－３－イル］－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル；
　５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル］エチル｝－３－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシプロピル］ア
ゼチジン－３－イル｝－４－メトキシ－２－メチルベンゾニトリル；
　３－（１－アセチルアゼチジン－３－イル）－５－｛１－［４－アミノ－３－（ジフル
オロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－４－メ
トキシ－２－メチルベンゾニトリル；
　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼ
チジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン；
　１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝ア
ゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパン－２－オール；
　１－（１－｛５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－［１－（２，２，２－ト
リフルオロエチル）アゼチジン－３－イル］フェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　（２Ｒ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフ
ェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール；
　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフ
ェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
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リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝ア
ゼチジン－１－イル）エタノール；
　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－（１－メチルアゼチジン
－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－３－（１－エチルアゼチジン－３－イル）－
４－フルオロフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－４－アミン；
　１－（１－｛５－クロロ－３－［１－（２，２－ジフルオロエチル）アゼチジン－３－
イル］－２－エトキシ－４－フルオロフェニル｝エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝ア
ゼチジン－１－イル）アセトアミド；
　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフ
ェニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール；
　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－（１－イソプロピルアゼ
チジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－２－エトキシ－４－フルオロ－３－（１－メチルアゼチジン
－３－イル）フェニル］エチル｝－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　２－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオ
ロフェニル）アゼチジン－１－イル］エタノール；
　１－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［
３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオ
ロフェニル）アゼチジン－１－イル］－２－メチルプロパン－２－オール；
　（２Ｓ）－１－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－
６－フルオロフェニル）アゼチジン－１－イル］プロパン－２－オール；
　（２Ｒ）－１－［３－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－
ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－
６－フルオロフェニル）アゼチジン－１－イル］プロパン－２－オール；
　（２Ｒ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－１－オール；
　（２Ｓ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）プロパン－１－オール；
　１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼ
チジン－１－イル）－２－メチルプロパン－２－オール；
　（２Ｒ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパンアミド；
　（２Ｓ）－２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェ
ニル｝アゼチジン－１－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパンアミド；
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　［１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ア
ゼチジン－１－イル）シクロブチル］アセトニトリル；
　３－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アゼ
チジン－１－イル）－２－メチルプロパンニトリル；
　１－｛１－［５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－メチルピペリジン－
４－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン；
　１－（４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ピペ
リジン－１－イル）－２－メチルプロパン－２－オール；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（シアノメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝シクロブタ
ノールトリフルオロアセテート；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート）；
　１－（１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（ピリミジン－５－イル）
フェニル）エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミ
ン；
　１－（１－（３－（２－アミノピリミジン－５－イル）－５－クロロ－２－メトキシ－
４－メチルフェニル）エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）ニコチノニ
トリル；
　１－（１－（３－（６－アミノピリジン－３－イル）－５－クロロ－２－メトキシ－４
－メチルフェニル）エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
４－アミン；
　１－（１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（５－（メチルスルホニル
）ピリジン－３－イル）フェニル）エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－４－アミン；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ－メチ
ルピコリンアミド；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ－シク
ロプロピル－Ｎ－メチルニコチンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート）；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルニコチンアミド；
　１－［（５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ピ
リジン－３－イル）カルボニル］ピペリジン－４－オール；
　１－［（５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ピ
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リジン－３－イル）カルボニル］アゼチジン－３－カルボニトリル；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ－（２
－アミノエチル）－Ｎ－メチルニコチンアミド；
　３－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ－メチ
ルプロパンアミド２，２，２－トリフルオロアセテート；
　３－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－
ジメチルプロパンアミド；
　１－（１－（５－クロロ－２－メトキシ－４－メチル－３－（１－（１－メチルピペリ
ジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）フェニル）エチル）－３－メチル－１
Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－（１－｛３－［１－（１－アセチルピペリジン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－
４－イル］－５－クロロ－２－メトキシ－４－メチルフェニル｝エチル）－３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－［１－（５－クロロ－３－｛１－［２－（ジメチルアミノ）エチル］－１Ｈ－ピラ
ゾール－４－イル｝－２－メトキシ－４－メチルフェニル）エチル］－３－メチル－１Ｈ
－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　２－［（５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝ピ
リジン－２－イル）アミノ］エタノール；
　１－（１－（５－クロロ－３－（６－（ジメチルアミノ）ピリジン－３－イル）－２－
メトキシ－４－メチルフェニル）エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－４－アミン；
　１－（１－（５－クロロ－３－（２－（ジメチルアミノ）ピリジン－４－イル）－２－
メトキシ－４－メチルフェニル）エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］
ピリミジン－４－アミン；
　１－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）ピリ
ジン－２－イル）アゼチジン－３－オール；
　２－（５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）ピリ
ジン－２－イルオキシ）エタノール；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－（２，２－ジフルオロエトキシ）－６－メチ
ルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテ
ート）；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－（シクロプロピルメトキシ）－６－メチルフ
ェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート
）；
　５－（３－｛１－［４－アミノ－３－（ジフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４
－ｄ］ピリミジン－１－イル］エチル｝－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニ
ル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　１－［１－（５－クロロ－３－シクロプロピル－２－メトキシ－４－メチルフェニル）
エチル］－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミン；
　１－｛１－［５－クロロ－３－（シクロプロピルメチル）－２－メトキシ－４－メチル
フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－アミ
ン；
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　｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝アセトニトリル
；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート）；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－
ジメチルニコチンアミド；
　１－（１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－メチル－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラ
ゾール－４－イル）フェニル）エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン；
　１－（１－（５－クロロ－２－エトキシ－４－メチル－３－（５－（メチルスルホニル
）ピリジン－３－イル）フェニル）エチル）－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ
］ピリミジン－４－アミン；
　５－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ－メチ
ルピコリンアミド；
　４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピコリンアミドビス（２，２，２－トリフルオロアセテート）；
　４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピコリンアミド；
　４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－Ｎ－（２
－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルピコリンアミド；
　２－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－１
Ｈ－ピラゾール－１－イル）アセトアミド；
　２－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－１
Ｈ－ピラゾール－１－イル）－Ｎ－メチルアセトアミド；
　２－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル）－１
Ｈ－ピラゾール－１－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド；
　２－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－１
Ｈ－ピラゾール－１－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド；
　２－（４－（３－（１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル）－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル）－１
Ｈ－ピラゾール－１－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパンアミド；
　６－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルニコチンアミドビス（トリフルオロアセテート）；
　５－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－４－メトキシ－２－メチル－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－
４－イル）ベンゾニトリル；
　５－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－４－エトキシ－２－メチル－３－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－
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４－イル）ベンゾニトリル；
　３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－３－エトキシベンゾニトリ
ル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（１－メチルアゼチジン－３－イル
）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（１－エチルアゼチジン－３－イル
）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（１－イソプロピルアゼチジン－３
－イル）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（１－イソブチルアゼチジン－３－
イル）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（シクロプロピルメチル）アゼチジン－３－
イル］－３－エトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－（１－シクロブチルアゼチジン－３－イル）－３－
エトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシエチル）ア
ゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシ
プロピル］アゼチジン－３－イル｝ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－｛１－［（２Ｒ）－２－ヒドロキシ
プロピル］アゼチジン－３－イル｝ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシ－２－メチ
ルプロピル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシ－１－メチ
ルエチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－メトキシエチル）アゼ
チジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－｛１－［２－メトキシ－１－（メト
キシメチル）エチル］アゼチジン－３－イル｝ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（テトラヒドロフラン－３－
イル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラ
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ン－４－イル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（テトラヒドロフラン－３－
イルメチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラ
ン－４－イルメチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２，２，２－トリフルオロ
エチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル； 　４－［１－（４－アミノ－３－メ
チル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３
－エトキシ－２－［１－（３，３，３－トリフルオロプロピル）アゼチジン－３－イル］
ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（シアノメチル）アゼチジン－３－イル］－
３－エトキシベンゾニトリル；
　ｔｅｒｔ－ブチル２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ
［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキ
シフェニル｝アゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパノエート；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシ－１，１－
ジメチルエチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　エチル２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル
｝アゼチジン－１－イル）－２－メチルプロパノエート；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼ
チジン－１－イル）－２－メチルプロパンアミド；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼ
チジン－１－イル）－Ｎ，２－ジメチルプロパンアミド；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼ
チジン－１－イル）－Ｎ，Ｎ，２－トリメチルプロパンアミド； 　２－（１－アセチル
アゼチジン－３－イル）－４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（１－プロピオニルアゼチジン－３
－イル）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（１－イソブチリルアゼチジン－３
－イル）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（２，２－ジメチルプロパノイル）アゼチジ
ン－３－イル］－３－エトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（シクロプロピルカルボニル）アゼチジン－
３－イル］－３－エトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシ－２－メチ
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ルプロパノイル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（メチルスルホニル）アゼチ
ジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（エチルスルホニル）アゼチ
ジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（イソプロピルスルホニル）
アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（シクロプロピルスルホニル）アゼチジン－
３－イル］－３－エトキシベンゾニトリル；
　メチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼ
チジン－１－カルボキシレート；
　エチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼ
チジン－１－カルボキシレート；
　イソプロピル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル
｝アゼチジン－１－カルボキシレート；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝－Ｎ－（ｔ
ｅｒｔ－ブチル）アゼチジン－１－カルボキサミド；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼチジン
－１－カルボキサミド；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝－Ｎ－メチ
ルアゼチジン－１－カルボキサミド；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝－Ｎ－エチ
ルアゼチジン－１－カルボキサミド；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルアゼチジン－１－カルボキサミド；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシエチル）ア
ゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル－ｄ４；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－２－アゼチジン－３－イル－６－クロロ－３－メトキシベンゾニトリ
ル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－（１－メチルアゼチジン－３－イル
）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－（１－エチルアゼチジン－３－イル）－３－メトキ
シベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
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－イル）エチル］－６－クロロ－２－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル）－３－
メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－（１－イソブチルアゼチジン－３－イル）－３－メ
トキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（シクロプロピルメチル）アゼチジン－３－
イル］－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－（１－シクロブチルアゼチジン－３－イル）－３－
メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（２－ヒドロキシエチル）アゼチジン－３－
イル］－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシプロピル］アゼ
チジン－３－イル｝－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－｛１－［（２Ｒ）－２－ヒドロキシプロピル］アゼ
チジン－３－イル｝－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロピル）ア
ゼチジン－３－イル］－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（２－ヒドロキシ－１－メチルエチル）アゼ
チジン－３－イル］－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－（１－オキセタン－３－イルアゼチ
ジン－３－イル）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－［１－（テトラヒドロフラン－３－
イル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－［１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラ
ン－４－イル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－［１－（テトラヒドロフラン－３－
イルメチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－［１－（テトラヒドロ－２Ｈ－ピラ
ン－４－イルメチル）アゼチジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　２－（１－アセチルアゼチジン－３－イル）－４－［１－（４－アミノ－３－メチル－
１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－クロロ－３－メト
キシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－（１－プロピオニルアゼチジン－３
－イル）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－（１－イソブチリルアゼチジン－３－イル）－３－
メトキシベンゾニトリル；
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　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（シクロプロピルカルボニル）アゼチジン－
３－イル］－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－［１－（メチルスルホニル）アゼチ
ジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（エチルスルホニル）アゼチジン－３－イル
］－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（イソプロピルスルホニル）アゼチジン－３
－イル］－３－メトキシベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（シクロプロピルスルホニル）アゼチジン－
３－イル］－３－メトキシベンゾニトリル；
　メチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル｝アゼ
チジン－１－カルボキシレート；
　エチル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル｝アゼ
チジン－１－カルボキシレート；
　イソプロピル３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－
ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル
｝アゼチジン－１－カルボキシレート；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル｝－Ｎ－（ｔ
ｅｒｔ－ブチル）アゼチジン－１－カルボキサミド；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル｝アゼチジン
－１－カルボキサミド；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル｝－Ｎ－メチ
ルアゼチジン－１－カルボキサミド；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル｝－Ｎ－エチ
ルアゼチジン－１－カルボキサミド；
　３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルアゼチジン－１－カルボキサミド；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－２－［１－（２－ヒドロキシエチル）アゼチジン－３－
イル］－３－メトキシベンゾニトリル－ｄ４；
　１－｛１－［４，５－ジクロロ－３－（１－エチルアゼチジン－３－イル）－２－メト
キシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４－
アミン；
　１－｛１－［４，５－ジクロロ－３－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル）－２
－メトキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン
－４－アミン；
　２－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５，６－ジクロロ－２－メトキシフェニル｝アゼチジン
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－１－イル）エタノ；
　（２Ｓ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５，６－ジクロロ－２－メトキシフェニル｝
アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール；
　（２Ｒ）－１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，
４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－５，６－ジクロロ－２－メトキシフェニル｝
アゼチジン－１－イル）プロパン－２－オール；
　１－（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－１－イル）エチル］－５，６－ジクロロ－２－メトキシフェニル｝アゼチジン
－１－イル）－２－メチルプロパン－２－オール；
　１－｛１－［４，５－ジクロロ－２－メトキシ－３－（１－オキセタン－３－イルアゼ
チジン－３－イル）フェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピ
リミジン－４－アミン；
　（３－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミ
ジン－１－イル）エチル］－５，６－ジクロロ－２－メトキシフェニル｝アゼチジン－１
－イル）アセトニトリル；
　１－｛１－［３－（１－アセチルアゼチジン－３－イル）－４，５－ジクロロ－２－メ
トキシフェニル］エチル｝－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－４
－アミン；
　４－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－７－
イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（１－イソプロピルアゼチジン－３－
イル）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－７－
イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシエチル）アゼ
チジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－７－
イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシプ
ロピル］アゼチジン－３－イル｝ベンゾニトリル；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－５－メチル－７Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン
－７－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルピリジン－２－カルボキサミドビス（トリフルオロアセテート）；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－メトキシフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－エトキシ－５－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－［－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
１－イル）エチル］－２－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシプロピル］アゼチジン－３
－イル｝－３－メトキシ－６－メチルベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［６－（１－ヒドロキシ－１－メチ
ルエチル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－３－メトキシ－６－メチル－２－［５－（メチルスルホニル）ピリジ
ン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－ピロリジン－１－イルベンゾニトリ
ル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
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－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（３－メトキシアゼチジン－１－イ
ル）ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－３－エトキシ－２－（１－イソプロピルアゼチジン－３－イル）－６
－メチルベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロピル）
アゼチジン－３－イル］－６－メチルベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－３－エトキシ－２－［１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロパノイ
ル）アゼチジン－３－イル］－６－メチルベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－３－エトキシ－２－｛１－［（２Ｓ）－２－ヒドロキシプロピル］ア
ゼチジン－３－イル｝－６－メチルベンゾニトリル； 　４－［－１－（４－アミノ－３
－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－３－エトキ
シ－２－［１－（２－ヒドロキシエチル）アゼチジン－３－イル］－６－メチルベンゾニ
トリル；
　４－［－１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－
１－イル）エチル］－２－［１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロピル）アゼチジン－
３－イル］－３－メトキシ－６－メチルベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－ピリミジン－５－イルベンゾニトリ
ル；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝ニコチノニ
トリル；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルニコチンアミド；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－メトキシ－２－［５－（メチルスルホニル）ピリジ
ン－３－イル］ベンゾニトリル；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝－Ｎ－メチ
ルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－３－エトキシ－６－メチル－２－［５－（メチルスルホニル）ピリジ
ン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［６－（２－メチル－２Ｈ－テトラ
ゾール－５－イル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリル； 　４－［１－（４－アミノ
－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル）エチル］－６－ク
ロロ－３－エトキシ－２－［６－（２－メチル－２Ｈ－１，２，３－トリアゾール－４－
イル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［６－（５－メチル－１，３，４－
オキサジアゾ－ル－２－イル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリル；
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　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［５－（１，３－オキサゾール－２
－イル）ピリジン－３－イル］ベンゾニトリル；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－エトキシ－５－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－［３－（メトキシメチル）アゼチジ
ン－１－イル］ベンゾニトリル；
　１－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－６－シアノ－２－エトキシフェニル｝アゼチジン
－３－カルボニトリル；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－３－エトキシ－６－メチル－２－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－
４－イル）ベンゾニトリル；および
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－６－シアノ－２－メトキシ－５－メチルフェニル｝－Ｎ，Ｎ－
ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
から選択される、［１］に記載の化合物、または前述のもののいずれかの薬剤的に許容さ
れる塩。
［４２］
　５－（３－｛１－［４－アミノ－５－オキソ－６－（１Ｈ－ピラゾール－４－イル）ピ
リド［２，３－ｄ］ピリミジン－８（５Ｈ）－イル］エチル｝－５－クロロ－２－メトキ
シ－６－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；および
　５－｛３－［１－（４－アミノ－６－メチル－５－オキソピリド［２，３－ｄ］ピリミ
ジン－８（５Ｈ）－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝
－Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジン－２－カルボキサミド；
から選択される、［１］に記載の化合物、または前述のもののいずれかの薬剤的に許容さ
れる塩。
［４３］
　式Ｉ：
【化２０】

［式中、星印を付した炭素はキラル炭素である］
で示される化合物またはその薬剤的に許容される塩であり、前記化合物または前記塩が（
Ｓ）－エナンチオマーである、［１］～［４２］のいずれか１項に記載の化合物、または
その薬剤的に許容される塩。
［４４］
　式ＶＩＩ：
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【化２１】

［式中：
　ＧはＮＨであり、ｎは１であり、ＶはＯであるか；または
　ＧはＮＨであり、ｎは０、ＶはＯもしくはＣＨ２であるか；または
　ＧはＯであり、ｎは０であり、ＶはＮＨであり；
　ＸはＣＲ９またはＮであり；
　ＷはＣＲ７またはＮであり；
　ＹはＣＲ８、ＣＲ８ａ、またはＮであり；
　Ｚは結合またはＣ（＝Ｏ）であり；
　但し、－Ｗ＝Ｙ－Ｚ－が、－ＣＲ７＝ＣＲ８、－Ｎ＝ＣＲ８－、－ＣＲ７＝ＣＲ８ａ－
Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｎ＝ＣＲ８ａ－Ｃ（＝Ｏ）－、または－ＣＲ７＝Ｎ－Ｃ（＝Ｏ）－であ
ることを条件とし；
　Ｒ１はＣ１－３アルキルであり；
　Ｒ２はハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ１－

６ハロアルコキシ、フェニル、または５～６員ヘテロアリールであり；ここで前記フェニ
ルおよび５～６員ヘテロアリールは、それぞれ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、
Ｃ１－４アルコキシ、およびＣ１－４ハロアルコキシから独立して選択される１個、２個
、３個または４個の置換基により置換されていてもよく；
　Ｒ４はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ５はハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４アルコ
キシ、Ｃ１－４ハロアルコキシ、またはシクロプロピルであり；
　Ｒ６はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ７はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ８はＨ、ハロ、－ＯＨ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６

アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、ＯＲ
ａ２、ＳＲａ２、Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、
ＯＣ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ
）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｎ
Ｒｅ）Ｒｂ２、Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝ＮＲｅ）ＮＲｃ２Ｒｄ２

、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２

、Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ２、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６

アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、それぞれ、１個、２個、３個ま
たは４個の独立して選択されるＲ１１基により置換されていてもよく；
　Ｒ８ａはＨ、ハロ、－ＣＮ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキ
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ニル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃｙ２、－（Ｃ１－３アルキレン）－Ｃｙ２、Ｃ（＝Ｏ）
Ｒｂ２、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ
（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ２、ＮＲｃ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｎ
Ｒｃ２Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ２、Ｓ
（＝Ｏ）２Ｒｂ２、またはＳ（＝Ｏ）２ＮＲｃ２Ｒｄ２であり；ここで前記Ｃ１－６アル
キル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルは、それぞれ、１個、２個、３個または
４個の独立して選択されるＲ１１基により置換されていてもよく；
　Ｒ９はＨ、ハロ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４ハロアルキル、Ｃ１－４ア
ルコキシ、またはＣ１－４ハロアルコキシであり；
　Ｒ１０はＨまたはＣ１－４アルキルであり；
　各ＲｅはＨ、ＣＮ、ＯＨ、Ｃ１－４アルキル、およびＣ１－４アルコキシから独立して
選択され；
　各Ｃｙ２は、それぞれが１個、２個、３個または４個の独立して選択されるＲ１１基で
置換されていてもよい、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェ
ニル、５～６員ヘテロアリール、または９～１０員二環式ヘテロアリールから独立して選
択され；
　各Ｒａ２、Ｒｂ２、Ｒｃ２、およびＲｄ２は、Ｈ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シクロアルキル、４～７員
ヘテロシクロアルキル、フェニル、および５～６員ヘテロアリールから独立して選択され
；ここで前記Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ３－７シ
クロアルキル、４～７員ヘテロシクロアルキル、フェニルおよび５～６員ヘテロアリール
は、１個、２個もしくは３個の独立して選択されるＲ１１基で、それぞれ所望により置換
されるか；
　またはＲｃ2およびＲｄ２は、それらが結合しているＮ原子と一緒になって、－ＯＨも
しくはＣ１－３アルキルで置換されていてもよい、４員、５員、６員もしくは７員ヘテロ
シクロアルキル基を形成し；
　各Ｒ１１はＯＨ、ＮＯ２、ＣＮ、ハロ、Ｃ１－３アルキル、Ｃ２－３アルケニル、Ｃ２

－３アルキニル、Ｃ１－３ハロアルキル、シアノ－Ｃ１－３アルキル、ＨＯ－Ｃ１－３ア
ルキル、Ｃ１－３アルコキシ－Ｃ１－３アルキル、Ｃ３－７シクロアルキル、Ｃ１－３ア
ルコキシ、Ｃ１－３ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－３アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－３ア
ルキル）アミノ、チオ、Ｃ１－３アルキルチオ、Ｃ１－３アルキルスルフィニル、Ｃ１－

３アルキルスルホニル、カルバミル、Ｃ１－３アルキルカルバミル、ジ（Ｃ１－３アルキ
ル）カルバミル、カルボキシ、Ｃ１－３アルキルカルボニル、Ｃ１－４アルコキシカルボ
ニル、Ｃ１－３アルキルカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルスルホニルアミノ、アミノ
スルホニル、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニル、ジ（Ｃ１－３アルキル）アミノスルホ
ニル、アミノスルホニルアミノ、Ｃ１－３アルキルアミノスルホニルアミノ、ジ（Ｃ１－

３アルキル）アミノスルホニルアミノ、アミノカルボニルアミノ、Ｃ１－３アルキルアミ
ノカルボニルアミノ、およびジ（Ｃ１－３アルキル）アミノカルボニルアミノから独立し
て選択される］
で示される化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［４５］
　式ＶＩＩａ：
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【化２２】

で示される、［４４］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［４６］
　式ＶＩＩｂ：
【化２３】

で示される、［４４］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［４７］
　ＧがＮＨであり；
　ｎが０であり；
　ＶがＯであり；
　Ｒ２がＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ４がハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５がハロであり；
　Ｒ６がＨである、
［４５］または［４６］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［４８］
　ＧがＮＨであり；
　ｎが０であり；
　ＶがＣＨ２であり；
　Ｒ２がＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ４がハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５がハロであり；
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　Ｒ６がＨである、
［４５］または［４６］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［４９］
　ＧがＮＨであり；
　ｎが１であり；
　ＶがＯであり；
　Ｒ２がＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ４がハロ、ＣＮ、またはＣ１－４アルキルであり；
　Ｒ５がハロであり；
　Ｒ６がＨである、
［４５］または［４６］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［５０］
　ＧがＯであり；
　ｎが０であり；
　ＶがＮＨであり；
　Ｒ２がＣ１－３アルコキシであり；
　Ｒ４がハロであり；
　Ｒ５がハロであり；
　Ｒ６がＨである、
［４５］または［４６］に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩。
［５１］
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－メチルフェニル｝ピロリジン
－２－オン；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（２－オキソ－１，３－オキサゾリ
ジン－５－イル）ベンゾニトリル；
　６－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝モルホリン
－３－オン；
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－メトキシ－６－メチルフェニル｝－１，３－
オキサゾリジン－２－オン；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝ピロリジ
ン－２－オン；
　４－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１
－イル）エチル］－６－クロロ－３－エトキシ－２－（５－オキソピロリジン３－イル）
ベンゾニトリル；
　４－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝－１，３
－オキサゾリジン－２－オン；および
　５－｛３－［１－（４－アミノ－３－メチル－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジ
ン－１－イル）エチル］－５－クロロ－２－エトキシ－６－フルオロフェニル｝－１，３
－オキサゾリジン－２－オン
から選択される、［４４］に記載の化合物、または前述のもののいずれかの薬剤的に許容
される塩。
［５２］
　式ＶＩＩ：
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【化２４】

［式中、星印を付した炭素は、キラル炭素である］
で示される化合物またはその薬剤的に許容される塩であり、前記化合物または塩が（Ｓ）
－エナンチオマーである、［４４］～［５１］のいずれか１項に記載の化合物、またはそ
の薬剤的に許容される塩。
［５３］
　［１］～［５２］のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬剤的に許容される塩、
および少なくとも１つの薬剤的に許容される担体を含む、医薬組成物。
［５４］
　ＰＩ３Ｋキナーゼの活性を阻害する方法であって、前記キナーゼと、［１］～［５２］
のいずれか１項に記載の化合物またはその薬剤的に許容される塩を接触させることを含む
、方法。
［５５］
　前記ＰＩ３Ｋが、ＰＩ３Ｋα、ＰＩ３Ｋβ、ＰＩ３Ｋγ、およびＰＩ３Ｋδから成る群
から選択される、［５４］に記載の方法。
［５６］
　前記ＰＩ３Ｋが変異を含む、［５４］に記載の方法。
［５７］
　前記化合物が、ＰＩ３Ｋα、ＰＩ３Ｋβ、およびＰＩ３Ｋγのうちの１つまたは複数よ
りも、ＰＩ３Ｋδに対する選択的阻害剤である、［５４］～［５６］のいずれか１項に記
載の方法。
［５８］
　患者において疾患を治療する方法であって、前記疾患がＰＩ３Ｋキナーゼの異常な発現
または活性に関連し、前記方法が、前記患者に、治療的有効量の［１］～［５２］のいず
れか１項に記載の化合物またはその薬剤的に許容される塩を投与することを含む、方法。
［５９］
　前記疾患が、変形性関節症、再狭窄、アテローム性動脈硬化症、骨障害、関節炎、糖尿
病性網膜症、乾癬、良性前立腺肥大、炎症、血管新生、膵炎、腎疾患、炎症性腸疾患、重
症筋無力症、多発性硬化症、またはシェーグレン症候群である、［５８］に記載の方法。
［６０］
　前記化合物のうちの２つ以上を投与する、［５８］～［５９］のいずれか１項に記載の
方法。
［６１］
　前記化合物を、ＰＩ３Ｋキナーゼ以外のキナーゼを阻害するキナーゼ阻害剤との組み合
わせで投与する、［６０］に記載の方法。
［６２］
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　患者において免疫に基づく疾患を治療する方法であって、前記患者に、治療的有効量の
、［１］～［５２］のいずれか１項に記載の化合物またはその薬剤的に許容される塩を投
与することを含む、方法。
［６３］
　前記免疫に基づく疾患が、関節リウマチ、アレルギー、喘息、糸球体腎炎、ループス、
または前述のもののいずれかに関連する炎症である、［６２］に記載の方法。
［６４］
　患者においてがんを治療する方法であって、前記患者に、治療的有効量の、［１］～［
５２］のいずれか１項に記載の化合物またはその薬剤的に許容される塩を投与することを
含む、方法。
［６５］
　前記がんが、乳がん、前立腺がん、結腸がん、子宮内膜がん、脳がん、膀胱がん、皮膚
がん、子宮がん、卵巣がん、肺がん、膵臓がん、腎臓がん、胃がん、または血液がんであ
る、［６４］に記載の方法。
［６６］
　前記血液がんが、急性骨髄芽球性白血病、慢性骨髄性白血病、またはＢ細胞リンパ腫で
ある、［６５］に記載の方法。
［６７］
　患者において肺疾患を治療する方法であって、前記患者に、治療的有効量の、［１］～
［５２］のいずれか１項に記載の化合物またはその薬剤的に許容される塩を投与すること
を含む、方法。
［６８］
　前記肺疾患が、急性肺傷害（ＡＬＩ）または成人呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）である、
［６７］に記載の方法。

【図１】
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