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(57)【要約】
　本明細書では式（Ｉ）の疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナ
ントリジンおよびその医薬上許容される塩を提供する。
変数のＲ、Ｒｊ、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は本明細書で定
義される。本明細書で提供する特定の疑似塩基ベンゾ［
ｃ］フェナントリジンは、親ベンゾ［ｃ］フェナントリ
ジニウムアルカロイドを体内の親水性または疎水性領域
に標的化させるプロドラッグとして作用する。本明細書
では、疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジン、および
担体、賦形剤または希釈剤を含む医薬組成物を提供する
。細菌感染症、真菌感染症および／またはウイルス感染
症を治療または予防する方法、ならびにプロテインキナ
ーゼＣ調節、トポイソメラーゼＩおよび／またはトポイ
ソメラーゼＩＩ調節に応答する疾患および障害を治療す
る方法を提供する。
【化１】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次式の化合物または医薬上許容されるその塩
【化１】

［式中、
Ｒ１およびＲ２は、それぞれ独立に、水素、ハロゲン、ヒドロキシル、Ｃ１～Ｃ３アルキ
ル、Ｃ１～Ｃ６アルコキシ、もしくはＣ１～Ｃ６アルキルエステルであるか、または
Ｒ１およびＲ２は－Ｏ－ＣＨ２－Ｏ－基によって連結されており、
Ｒ３は水素またはメトキシであり、
Ｒ４およびＲ５は、独立に、メチルもしくは水素であるか、または
Ｒ４およびＲ５は結合して、さらなるヘテロ原子を含まない５員複素環を形成しており、
Ｒは、
（ｉ）式－ＡＢで表される基
［式中、
Ａは、－ＮＲ６－、－Ｏ－、－ＮＲ６（Ｃ＝Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）ｍ－、－ＣＨ２Ｃ（＝Ｏ
）－、－Ｓ（Ｏ）ｍＮＲ６－、－ＮＲ６Ｓ（Ｏ）ｍ－、－ＯＳ（Ｏ）ｍ－、－ＮＲ６（Ｓ
＝Ｏ）ＮＲ７－、－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）－、または－ＮＲ６（Ｃ＝Ｏ）ＮＲ７－（ｍは、０、１
または２である）であり、
Ｂは、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ２～Ｃ８アルキニル、Ｃ２～Ｃ４

アルカノイル、（炭素環）Ｃ０～Ｃ２アルキル、または（複素環）Ｃ０～Ｃ２アルキルで
あり、そのそれぞれは、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル
、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、Ｃ１～Ｃ６アルキルエステル、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ４

アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから独
立に選択される０～４個の置換基で置換されており、但し、Ａが－Ｏ－である場合、Ｂは
、Ｃ１～Ｃ２アルキル、ｎ－プロピル、またはアセチルではない］、
（ｉｉ）
【化２】

（ｉｉｉ）少なくとも１個の窒素環員、ならびにＮ、ＯおよびＳから独立に選択される０
、１または２個のさらなる環員を有する５員ヘテロアリール基であって、前記５員ヘテロ
アリール基が、窒素原子を介して結合しており、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シア
ノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ４アルキ
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ル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから独立に選
択される０～３個の置換基で置換されている５員ヘテロアリール基；あるいは、
（ｉｖ）窒素原子を介して連結されている５員または６員ヘテロシクロアルキル基であっ
て、前記ヘテロシクロアルキルが、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ

４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、Ｃ１～Ｃ６アルキルエステル、モノ－およびジ－（
Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、Ｃ１～Ｃ２ハロアルコキシ、な
らびに５員および６員ヘテロシクロアルキルから独立に選択される０～４個の置換基で置
換されている５員または６員ヘテロシクロアルキル基であり、
Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１０は、それぞれ独立に、水素であるか、または、
Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ２～Ｃ８アルキニル、Ｃ２～Ｃ４アルカ
ノイル、（Ｃ３～Ｃ１０シクロアルキル）Ｃ０～Ｃ８アルキル、（ヘテロシクロアルキル
）Ｃ０～Ｃ８アルキル、もしくはフェニルであり、そのそれぞれは、ハロゲン、ヒドロキ
シル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－
（Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアル
コキシから独立に選択される０～４個の置換基で置換されている］。
【請求項２】
　Ｒ１およびＲ２が、それぞれ独立に、水素、メチル、またはメトキシである、請求項１
に記載の化合物または塩。
【請求項３】
　次式
【化３】

を有する、請求項１に記載の化合物または塩。
【請求項４】
　次式
【化４】

を有する、請求項１に記載の化合物または塩。
【請求項５】
　Ｒ１およびＲ２がどちらもメトキシであり、Ｒ３が水素であるか、または
Ｒ１が水素であり、Ｒ２およびＲ３がどちらもメトキシである、
請求項１から４のいずれか１項に記載の化合物または塩。
【請求項６】
　Ｒが、（ｉ）式－ＡＢで表される基である、請求項１から５のいずれか１項に記載の化
合物または塩。
【請求項７】
　Ａが、－ＮＲ６－、－Ｏ－、－ＮＲ６（Ｃ＝Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－ＯＳ（Ｏ）２

－、－Ｓ－、または－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）－である、請求項４に記載の化合物または塩。
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【請求項８】
　Ｂが、Ｃ１～Ｃ６アルキル、（フェニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（Ｃ３～Ｃ７シクロア
ルキル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ヘテロシクロアルキル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、または（
ヘテロアリール）Ｃ０～Ｃ２アルキルであり、そのそれぞれが、ハロゲン、ヒドロキシル
、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ

１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアルコキ
シから独立に選択される０～４個の置換基で置換されている、請求項６または７に記載の
化合物または塩。
【請求項９】
　Ｂが、Ｃ１～Ｃ６アルキル、（フェニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（Ｃ３～Ｃ７シクロア
ルキル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピロリジニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピペリジニル）
Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピペラジニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（モルホリニル）Ｃ０～Ｃ

２アルキル、（ピリジル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（チエニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピ
ロリル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（フラニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（イミダゾリル）Ｃ０

～Ｃ２アルキル、（チアゾリル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピリミジニル）Ｃ０～Ｃ２アル
キル、または（ピラジニル）Ｃ０～Ｃ２アルキルであり、そのそれぞれが、ハロゲン、ヒ
ドロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およ
びジ－（Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハ
ロアルコキシから独立に選択される０～４個の置換基で置換されている、請求項６に記載
の化合物または塩。
【請求項１０】
　Ｒ１およびＲ２がどちらもメトキシであり、Ｒ３が水素であるか、または
Ｒ１が水素であり、Ｒ２およびＲ３がどちらもメトキシであり、
Ｒが、（ｉ）式－ＡＢで表される基
（式中、
Ａは、－ＮＲ６－、－Ｏ－、－ＮＲ６（Ｃ＝Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－ＯＳ（Ｏ）２－
、－Ｓ－、または－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）－であり、
Ｂは、Ｃ１～Ｃ６アルキル、（フェニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（Ｃ３～Ｃ７シクロアル
キル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピリジル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（イミダゾリル）Ｃ０～
Ｃ２アルキル、（チアゾリル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、または（ピリミジニル）Ｃ０～Ｃ２

アルキルであり、そのそれぞれは、ハロゲン、ヒドロキシル、シアノ、Ｃ１～Ｃ２アルキ
ル、Ｃ１～Ｃ２アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ２アルキル）アミノ、トリフル
オロメチル、ジフルオロメチル、ならびにトリフルオロメトキシから独立に選択される０
～２個の置換基で置換されている）
である、請求項４に記載の化合物または塩。
【請求項１１】
　Ｒが、（ｉｉ）次式の基
【化５】

である、請求項１から５のいずれか１項に記載の化合物または塩。
【請求項１２】
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　Ｒが、
【化６】

（式中、Ｒ６は水素であり、Ｒ７およびＲ８は、独立に、Ｃ１～Ｃ４アルキルまたは非置
換フェニルである）
である、請求項１１に記載の化合物または塩。
【請求項１３】
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１０が、独立に、
水素であるか、または
Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ４アルカノイル、または（Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル）Ｃ

０～Ｃ２アルキルであり、そのそれぞれが、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シアノ、
Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ４アルキル）
アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから独立に選択さ
れる０～２個の置換基で置換されている、請求項１から１１のいずれか１項に記載の化合
物または塩。
【請求項１４】
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１０が、それぞれ独立に、水素またはＣ１～Ｃ４アル
キルである、請求項１３に記載の化合物または塩。
【請求項１５】
　Ｒが、（ｉｉｉ）少なくとも１個の窒素環員、ならびにＮ、ＯおよびＳから独立に選択
される０、１または２個のさらなる環員を有する５員ヘテロアリール基であって、前記５
員ヘテロアリール基が、窒素原子を介して結合しており、かつ、ハロゲン、ヒドロキシル
、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ

１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアルコキ
シから独立に選択される０～３個の置換基で置換されている、請求項１から５のいずれか
１項に記載の化合物または塩。
【請求項１６】
　Ｒが、ピロリル、イミダゾリル、チアゾリル、オキサゾリル、またはイソオキサゾリル
であり、そのそれぞれが、窒素原子を介して結合しており、かつ、ハロゲン、ヒドロキシ
ル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ２アルキル、Ｃ１～Ｃ２アルコキシ、モノ－およびジ－（
Ｃ１～Ｃ２アルキル）アミノ、トリフルオロメチル、ならびにトリフルオロメトキシから
独立に選択される０～３個の置換基で置換されている、請求項１４に記載の化合物または
塩。
【請求項１７】
　Ｒが、（ｉｖ）窒素原子を介して結合している５員または６員ヘテロシクロアルキル基
であり、前記ヘテロシクロアルキルが、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１

～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、Ｃ１～Ｃ６アルキルエステル、モノ－およびジ
－（Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、Ｃ１～Ｃ２ハロアルコキシ
、ならびに５～６員ヘテロシクロアルキルから独立に選択される０～４個の置換基で置換
されている、請求項１から５のいずれか１項に記載の化合物または塩。
【請求項１８】
　Ｒが、モルホリニル、ピペリジニル、またはピロリジニルであり、そのそれぞれが、窒
素原子を介して結合しており、かつ、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１～
Ｃ２アルキル、Ｃ１～Ｃ２アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ２アルキル）アミノ
、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、ならびにピペリジニルから独立に選択さ
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れる０～３個の置換基で置換されている、請求項１７に記載の化合物または塩。
【請求項１９】
　ＲＨが８～２５のＰＫａを有する、請求項１に記載の化合物または塩。
【請求項２０】
　ＲＨが１０～２２のＰＫａを有する、請求項１に記載の化合物または塩。
【請求項２１】
　次式
【化７】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４およびＲ５はすべて請求項１に記載の化合物と同じ定義
を有する）
を有する化合物より大きい細胞膜透過度を有する、請求項１に記載の化合物または塩。
【請求項２２】
　次式
【化８】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４およびＲ５はすべて請求項１に記載の化合物と同じ定義
を有する）
を有する化合物と比較して、２５℃においてより大きいｎ－オクタノール－水分配係数を
有する、請求項１に記載の化合物または塩。
【請求項２３】
　次式
【化９】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４およびＲ５はすべて請求項１に記載の化合物と同じ定義
を有する）
を有する化合物より高い安定性または長い保存寿命を有する、請求項１に記載の化合物ま
たは塩。
【請求項２４】
　６－（２－ブトキシ）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－ブトキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－イソプロポキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン；
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６－ペントキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン；
Ｎ－（５－（トリフルオロメチル）ピリジン－２－イル）－５，６－ジヒドロケレリスリ
ン；
Ｎ－（５－（トリフルオロメチル）ピラジン－２－イル）－５，６－ジヒドロケレリスリ
ン－６－アミン；
Ｎ－（３－（トリフルオロメチル）フェニル）－５，６－ジヒドロケレリスリン－６－ア
ミン；
６－（フェニルスルホニル）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イル－Ｎ－（５－（トリフルオロメチル）ピラジン
－２－イル）アセトアミド；
Ｎ－５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イル－アセトアミド；
Ｎ－５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イル－Ｎ－メチルアセトアミド；
６－プロポキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－（シクロペンチルオキシ）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－フェノキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－（ピリジン－２－イルオキシ）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－Ｎ－（ピリジン－２－イル）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－（２－（ピロリジン－１－イル）エトキシ）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イルアセタート；
５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イル安息香酸；
５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イルベンゼンスルホナート；
６－（３－ペントキシ）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
Ｎ－（５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イル）ベンズアミド；
２－（ジエチルアミノ）－Ｎ－（５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イル）アセトアミ
ド；
Ｎ－（チアゾール－５－イル）－５，６－ジヒドロケレリスリン－６－アミン；
１－Ｎ－（１－メチル－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）－５，６－ジヒドロケレリスリ
ン－６－アミン；
６－（４－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）－５，６－ジヒド
ロケレリスリン；
２－（５，６－ジヒドロニチジン－６－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－オキソブタンア
ミド；
２－（５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イル）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－オキソブタ
ンアミド；
６－（５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イルオキシ）－５，６－ジヒドロケレリスリ
ン；
６－ヘキソキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－イソペントキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－ｔｅｒｔ－ブトキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－Ｎ－（ピペリジン－１－イル）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－モルホリノ－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－Ｎ－（４－ピペリジノピペリジン－１－イル）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
メチル ２－（５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イルアミノ）安息香酸；
６－（ヘキシルチオ）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
Ｎ－（イソプロピル）－５，６－ジヒドロケレリスリン－６－アミン；
６－（シクロヘキソキシ）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－（３－ヘキソキシ）－５，６－ジヒドロケレリスリン；
Ｎ－ピリミジン－２－イル－５，６－ジヒドロケレリスリン－６－アミン；
３－（トリフルオロメチル）ベンズアミド－５，６－ジヒドロケレリスリン；
６－ジフェニル－（５，６－ジヒドロケレリスリン）－マロナート；
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エチル－３－（５，６－ジヒドロケレリスリン－６－アミノ）－プロパノアート；または
６－ジエチル－（５，６－ジヒドロケレリスリン）－マロナート
である、請求項１に記載の化合物または塩。
【請求項２５】
　少なくとも１つの医薬上許容される担体と共に、請求項１に記載の化合物または塩を含
む医薬組成物。
【請求項２６】
　少なくとも１つの医薬上許容される担体と共に、次式を有する化合物または医薬上許容
されるその塩を含む医薬組成物
【化１０】

［式中、Ｒ１およびＲ２は、それぞれ独立に、水素、ハロゲン、ヒドロキシル、Ｃ１～Ｃ

３アルキル、Ｃ１～Ｃ６アルコキシ、もしくはＣ１～Ｃ６アルキルエステルであるか、ま
たは
Ｒ１およびＲ２は－Ｏ－ＣＨ２－Ｏ－基によって連結されており、
Ｒ３は水素またはメトキシであり、
Ｒ４およびＲ５は、独立に、メチルもしくは水素であるか、または
Ｒ４およびＲ５は結合して、さらなるヘテロ原子を含まない５員複素環を形成しており、
Ｒは、
（ｉ）式－ＡＢで表される基
（式中、Ａは、－ＮＲ６－、－Ｏ－、－ＮＲ６（Ｃ＝Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）ｍ－、－ＣＨ２

Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）ｍＮＲ６－、－ＮＲ６Ｓ（Ｏ）ｍ－、－ＯＳ（Ｏ）ｍ－、－Ｎ
Ｒ６（Ｓ＝Ｏ）ＮＲ７－、－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）－、または－ＮＲ６（Ｃ＝Ｏ）ＮＲ７－（ｍは
、０、１または２である）であり、
Ｂは、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ２～Ｃ８アルキニル、Ｃ２～Ｃ４

アルカノイル、（炭素環）Ｃ０～Ｃ２アルキル、または（複素環）Ｃ０～Ｃ２アルキルで
あり、そのそれぞれは、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル
、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、Ｃ１～Ｃ６アルキルエステル、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ４

アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから独
立に選択される０～４個の置換基で置換されているか、あるいは
Ｂは５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イルである）
（ｉｉ）
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【化１１】

（ｉｉｉ）少なくとも１個の窒素環員、ならびにＮ、ＯおよびＳから独立に選択される０
、１または２個のさらなる環員を有する５員ヘテロアリール基であって、前記５員ヘテロ
アリール基が、窒素原子を介して結合しており、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シア
ノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ４アルキ
ル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから独立に選
択される０～３個の置換基で置換されている５員ヘテロアリール基；あるいは
（ｉｖ）窒素原子を介して連結されている５員または６員ヘテロシクロアルキル基であっ
て、前記ヘテロシクロアルキルが、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ

４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、Ｃ１～Ｃ６アルキルエステル、モノ－およびジ－（
Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、Ｃ１～Ｃ２ハロアルコキシ、お
よび５～６員ヘテロシクロアルキルから独立に選択される０～４個の置換基で置換されて
いる５員または６員ヘテロシクロアルキル基
であり、
Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１０は、それぞれ独立に、
水素であるか、または
Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ２～Ｃ８アルキニル、Ｃ２～Ｃ４アルカ
ノイル、（Ｃ３～Ｃ１０シクロアルキル）Ｃ０～Ｃ８アルキル、もしくは（ヘテロシクロ
アルキル）Ｃ０～Ｃ８アルキルであり、そのそれぞれは、ハロゲン、ヒドロキシル、アミ
ノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ

４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから
独立に選択される０～４個の置換基で置換されている］。
【請求項２７】
　前記化合物が、６－メトキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン、６－メトキシ－５，６
－ジヒドロニチジン、または６－エトキシ－５，６－ジヒドロケレリスリンである、請求
項２６に記載の医薬組成物。
【請求項２８】
　経口投与用に製剤化された、請求項２５から２７のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項２９】
　丸薬、錠剤、またはカプセル剤として製剤化された、請求項２５または２６に記載の医
薬組成物。
【請求項３０】
　腸溶性コーティング剤形として製剤化された、請求項２５または２６に記載の医薬製剤
。
【請求項３１】
　治療有効量の請求項１に記載の化合物または請求項１９から２４のいずれか１項に記載
の医薬組成物を哺乳動物に投与することを含む、哺乳動物の細菌性または真菌性感染症を
治療する方法。
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【請求項３２】
　治療有効量の請求項１に記載の化合物もしくは塩または請求項１９から２４のいずれか
１項に記載の医薬組成物を哺乳動物に投与することを含む、癌または炎症性疾患に罹患し
た哺乳動物を治療する方法。
【請求項３３】
　前記哺乳動物がヒト患者である、請求項３１または３２に記載の方法。
【請求項３４】
　有効量の請求項１に記載の化合物もしくは塩または請求項２５から３０のいずれか１項
に記載の医薬組成物を患者に投与することを含む、双極性障害、注意力欠如障害、または
統合失調症に罹患した患者を治療する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００６年７月３１日出願の米国仮出願番号第６０／８３４，３７５号（そ
の全体を参照により本明細書に組み込む）に基づく優先権を主張するものである。
【０００２】
　（発明の分野）
　本明細書では疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンを提供する。本明細書で提供する
特定の疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンは、親ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウム
アルカロイドを体内の親水性または疎水性領域に標的化させるプロドラッグとして作用す
る。本明細書では、疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンおよび担体、賦形剤または希
釈剤を含む医薬組成物を提供する。細菌感染症を治療または予防する方法、およびプロテ
インキナーゼＣ調節、トポイソメラーゼＩおよび／またはＩＩ調節に応答する疾患および
障害を治療する方法も提供する。
【背景技術】
【０００３】
　ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウムアルカロイドは、何世紀にもわたって知られている
薬剤として活性な天然由来の化合物の部類である。よく知られているベンゾ［ｃ］フェナ
ントリジニウムアルカロイドには、サンギナリン、ケレリスリン、ニチジンおよびファガ
ロニンが含まれる。
【０００４】
　ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウムアルカロイドのいくつかについてはその薬剤として
の有用性が実証されている。サンギナリンおよびケレリスリンは、プロテインキナーゼＣ
（ＰＫＣ）アンタゴニスト活性、抗菌活性および抗真菌特性を有する。これらの化合物は
、歯周病を治療し、歯垢を減らすのに用いられる抽出物の主成分である。血根草(Sanguin
aria)抽出物（約５０％のサンギナリンと２５％のケレリスリンとを含む）は、市販の洗
口剤や練り歯磨きに用いられている。ニチジンおよびファガロニンは抗癌活性を有してお
り、臨床試験で研究がなされている。心血管系毒性によって、抗癌剤としてのニチジンの
開発は限られたものとなっている。
【０００５】
　一般に、フェナントリジニウムアルカロイドは強い細胞毒性を有しており、いくつかの
他の受容体および酵素、特にプロテインキナーゼの活性なトポイソメラーゼＩおよび／ま
たはトポイソメラーゼＩＩ阻害剤ならびに調節剤である。ケレリスリンはＤＮＡ付加物を
安定化させないが、この部類の他のものはＤＮＡ付加物を安定化させる。
【０００６】
　ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウムアルカロイドはすべてに共通してフェナントリジン
コア構造を有しており、かつ共通して第四級窒素をさらに有している。ジヒドロ類似体へ
の還元によって著しい薬理活性の低下がもたらされるので、第四級窒素および分子平面性
は、これらのアルカロイドに伴う高い薬理学的効果に関わっていると考えられている。
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【０００７】
　第四級窒素はこれらのアルカロイドに固有の化学反応性を付与する。求核剤は、隣接炭
素と容易に付加して中性の疑似塩基を生成することができる。水はケレリスリンと不安定
な付加物を形成し、これはＮＭＲ試験により確認することができる。さらに、６－メトキ
シ－５，６－ジヒドロケレリスリンおよび６－エトキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン
（アルタリン（Ａｒｔａｒｉｎｅ））は、メタノールおよびエタノール抽出による植物か
らのケレリスリンの単離の際に生成する副生成物として報告されている。この部類の化合
物の、第四級炭素へ変換可能な疑似塩基を生成する能力は、生物学的媒体中での生成疑似
塩基の溶解性、第四級となる位置に隣接する離脱基の塩基度、ならびに置換剤の芳香族置
換パターンおよび特性（電子供与性または電子求引性）に依存する。サンギナリンは、ｐ
Ｈ７．４の水中でケレリスリンより多くヒドロキシル疑似塩基を生成する。塩基性の水性
条件下では、ケレリスリンのヒドロキシ疑似塩基は二量体化して、環窒素に隣接する炭素
に結合した、２つのケレリスリン分子間のエーテル架橋を形成する。このエーテルは、溶
解度が非常に小さく、その低溶解度のため、模擬胃液中で容易にはケレリスリンに変換さ
れない。ケレリスリン二量体を０．１Ｎ　ＨＣＬ中に入れ３０％メタノールを加えると、
ケレリスリンへの変換が急速に起こる。
【０００８】
　サンギナリンおよびケレリスリンの疑似アルコラート（メトキシおよびエトキシ）は、
これらの化合物の親アルカロイドより強力な抗菌剤である。メトキシ、エトキシおよびシ
アノサンギナリン疑似塩基は、抗菌性アッセイにおいて、サンギナリンより約２倍強力で
ある。ケレリスリンのメトキシおよびエトキシ疑似アルコラートの粗混合物も、抗菌性ア
ッセイにおいて、親化合物より高い効能を示す。これらの疑似アルコラートは、その親フ
ェナントリジニウムアルカロイドについてのプロドラッグとして働くと考えられているが
、ニチジンの疑似アルコラート（メタノールおよびエタノール）は白血病アッセイにおい
て親化合物ニチジンより活性が低いため、この仮説は一般的なものではない。親油性の疑
似塩基は中性であり、親アルカロイドより、細胞膜や血液／脳関門を通過する受動拡散の
能力が高い。一旦、細胞の内部や膜内の適切なミクロ環境に入ると、疑似塩基は親ベンゾ
［ｃ］フェナントリジニウムアルカロイドに変換されて、高い効能および／または安全性
が得られるようである。受容体、酵素、および血液中の細胞種類に活性を与え、親フェナ
ントリジニウムアルカロイドより高い選択性を有する極性疑似塩基フェナントリジンを合
成することができる。ある種の例では、活性な薬剤のプロドラッグは非常に望ましい特性
を有する。例えば、プロドラッグは優れた効能と安全性とを提供し得る。したがって、フ
ェナントリジニウムアルカロイドのプロドラッグは非常に望ましいものである。本発明は
このような化合物を提供し、また、他の利点も提供するものであり、これらについては本
明細書で説明する。
【発明の概要】
【０００９】
　第１の実施形態は、式Ｉの化合物または医薬上許容されるその塩を提供する。
【化１】

式中、
Ｒ１およびＲ２は、それぞれ独立に、水素、ハロゲン、ヒドロキシル、Ｃ１～Ｃ３アルキ
ル、Ｃ１～Ｃ６アルコキシ、もしくはＣ１～Ｃ６アルキルエステルであるか、またはＲ１
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およびＲ２は－Ｏ－ＣＨ２－Ｏ－基によって連結されている。
Ｒ３は水素またはメトキシである。
Ｒ４およびＲ５は、独立に、メチルもしくは水素であるか、またはＲ４およびＲ５は結合
して、さらなるヘテロ原子を含まない５員複素環を形成している。
Ｒは、（ｉ）式－ＡＢで表される基（式中、Ａは、－ＮＲ６－、－Ｏ－、－ＮＲ６（Ｃ＝
Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）ｍ－、－Ｓ（Ｏ）ｍＮＲ６－、－ＮＲ６Ｓ（Ｏ）ｍ－、－ＯＳ（Ｏ）

ｍ－、－ＮＲ６（Ｓ＝Ｏ）ＮＲ７－、－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）－、－ＮＲ６（Ｃ＝Ｏ）ＮＲ７－で
あり、ｍは、０、１もしくは２であり、Ｂは、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニ
ル、Ｃ２～Ｃ８アルキニル、Ｃ２～Ｃ４アルカノイル、（炭素環）Ｃ０～Ｃ２アルキル、
もしくは（複素環）Ｃ０～Ｃ２アルキルであり、そのそれぞれは、ハロゲン、ヒドロキシ
ル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、Ｃ１～Ｃ６アルキル
エステル、モノ－もしくはジ－（Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル
、およびＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから独立に選択される０～４個の置換基で置換されて
いるか、または、Ｂは５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イルであり、但し、Ａが－Ｏ
－である場合、Ｂは、Ｃ１～Ｃ２アルキル、ｎ－プロピル、またはアセチルではない）
である。
あるいは、Ｒは、（ｉｉ）
【化２】

である。
あるいは、Ｒは、（ｉｉｉ）少なくとも１個の窒素環員、ならびにＮ、ＯおよびＳから独
立に選択される０、１もしくは２個のさらなる環員を有する５員ヘテロアリール基であっ
て、その５員ヘテロアリール基が窒素原子を介して結合しており、かつ、ハロゲン、ヒド
ロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノおよびジ
－（Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロア
ルコキシから独立に選択される０～３個の置換基で置換されている５員ヘテロアリール基
である。
あるいは、Ｒは、（ｉｖ）窒素原子を介して結合している５員または６員ヘテロシクロア
ルキル基であって、そのヘテロシクロアルキルが、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シ
アノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、Ｃ１～Ｃ６アルキルエステル、モノ
－およびジ－（Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、Ｃ１～Ｃ２ハロ
アルコキシ、ならびに５～６員ヘテロシクロアルキルから独立に選択される０～４個の置
換基で置換されている５員または６員ヘテロシクロアルキル基である。
Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１０は、それぞれ独立に、水素であるか、またはＣ１～
Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ２～Ｃ８アルキニル、Ｃ２～Ｃ４アルカノイル
、（Ｃ３～Ｃ１０シクロアルキル）Ｃ０～Ｃ８アルキル、もしくは（ヘテロシクロアルキ
ル）Ｃ０～Ｃ８アルキルであり、そのそれぞれは、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シ
アノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ４アル
キル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから独立に
選択される０～４個の置換基で置換されている。
【００１０】
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　本明細書では、医薬上許容される担体と共に、式Ｉの化合物またはその医薬上許容され
る塩を含む医薬組成物も提供する。
【００１１】
　本明細書では、ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウムアルカロイドを用いて効果的に治療
できる疾患を治療するかまたは予防するための改善された方法を提供する。本明細書では
、有効量の式Ｉの化合物を哺乳動物に投与することを含む哺乳動物の細菌感染症を治療す
るかまたは予防する方法を提供する。本明細書では、有効量の式Ｉの化合物または塩を患
者に投与することを含む、双極性障害、統合失調症の陰性症状、細菌感染症、真菌感染症
、ウイルス感染症、癌、ＡＩＤＳ、リウマチ性関節炎に罹患した患者を治療する方法も提
供する。
【００１２】
　（発明の詳細な説明）
化学的記述および用語
　本発明を詳細に説明する前に、本明細書で用いる特定の用語の定義を提供することは有
益であろう。本発明の化合物は標準的な命名法を用いて説明する。別段の指定のない限り
、本明細書で用いるすべての技術的および科学的用語は、本発明が属する技術分野の当業
者によって一般に理解されるのと同じ意味を有する。
【００１３】
　式Ｉはそのすべての下位式を含む。例えば、式Ｉは本明細書で開示される式ＩＩ、ＩＩ
Ｉおよび１～６の化合物を含む。文脈によって明らかに禁忌でない限り、各化合物名は、
その化合物の遊離酸形または遊離塩基形、ならびに、その化合物の水和物、およびその化
合物のすべての医薬上許容される塩を含む。
【００１４】
　「１つ（ａ）」および「１つ（ａｎ）」という用語は量の限定を示すものではなく、言
及されている項目が少なくとも１つ存在することを示す。「または（ｏｒ）」という用語
は「および／または」を意味する。「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「有する（ｈａ
ｖｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、および「含む（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ
）」という用語は、非制限的用語（すなわち、「これらに限定されないが、～を含む」を
意味する）と解釈されるべきものである。数値の範囲への言及は、本明細書で別段の指定
のない限り、その範囲内に入る各別個の値を個別に参照する簡便な方法としての役目を単
に果たすようにするものであり、各別個の値は、それが本明細書に個別に挙げられている
かのように本明細書に組み込まれる。すべての範囲の端点はその範囲に含まれ、かつ独立
に組み合わせることができる。本明細書で説明するすべての方法は、本明細書で別段の指
定のない限りまたは文脈と明らかに相反しない限り、適切な順番で実施することができる
。任意かつすべての例、または例示的用語（例えば、「など（ｓｕｃｈ　ａｓ）」）の使
用は、単に本発明をよりよく説明しようとするためのものであり、別段の主張のない限り
、本発明の範囲に制限を加えようとするものではない。本明細書におけるどの語句も、特
許請求の範囲に記載されていない要素が、本明細書で用いる本発明の実施に必須であるこ
とを示していると解釈されるべきものではない。別段の指定のない限り、本明細書で使用
する技術的および科学的用語は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解さ
れるのと同じ意味を有する。
【００１５】
　「活性薬剤」は単独か、または別の化合物、要素もしくは混合物と組み合わせて患者に
投与した場合に、患者に対して直接的または間接的に生理学的効果を与える化合物（本発
明の化合物を含む）、要素または混合物を意味する。間接的な生理学的効果は、代謝産物
または他の間接的機序を介して生じることがある。活性薬剤が化合物である場合、遊離化
合物の塩、溶媒和物（水和物を含む）、化合物の結晶形態、非結晶形態、および任意の多
形体が含まれる。
【００１６】
　ある種の状況下では、式Ｉの化合物は、立体中心、立体軸等の、１つまたは複数の不斉
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要素、例えば不斉炭素原子を含むことができ、それによってその化合物は、様々な立体異
性体で存在することができる。これらの化合物は、例えばラセミ化合物または光学活性体
であってよい。２つ以上の不斉要素を有する化合物については、これらの化合物は、さら
に、ジアステレオマーの混合物であってもよい。不斉中心を有する化合物については、光
学異性体およびその混合物のすべてが包含されるものと理解されたい。さらに、炭素－炭
素二重結合を有する化合物はＺ型およびＥ型であってよく、これらの化合物のすべての異
性体が本発明に含まれる。このような場合、単一の鏡像異性体すなわち光学活性体は、不
斉合成、光学的に純粋な前駆体からの合成、またはラセミ化合物の分割によって得ること
ができる。ラセミ化合物の分割は、例えば分割剤の存在下での結晶化、または例えばキラ
ルＨＰＬＣカラムを用いたクロマトグラフィーなどの慣用的方法によって実施することも
できる。
【００１７】
　化合物が様々な互変異性型で存在する場合、本発明は、特定の互変異性体のどれにも限
定されず、すべての互変異性型を含むものとする。
【００１８】
　本発明は、本明細書で述べる化合物において存在する原子のすべての同位元素を含むも
のとする。同位元素には、原子番号は同じであるが異なる質量数を有する原子が含まれる
。一般的な例としては、これらに限定するものではないが、水素の同位元素には三重水素
および重水素が含まれ、炭素の同位元素には１１Ｃ、１３Ｃおよび１４Ｃが含まれる。
【００１９】
　「医薬上許容される塩」は、その非毒性の酸または塩基の塩を作製することによってそ
の親化合物が改変されている、開示されており化合物の誘導体を含み、さらに、このよう
な化合物および塩の薬剤として許容される溶媒和物を指す。医薬上許容される塩の例には
、（それだけに限らないが）アミンなどの塩基性残基の無機酸塩または有機酸塩；カルボ
ン酸などの酸性残基のアルカリ塩または有機塩等が含まれる。医薬上許容される塩には、
例えば非毒性の無機酸または有機酸から生成した、親化合物の通常の非毒性塩および第四
級アンモニウム塩が含まれる。例えば、通常の非毒性酸塩には、塩酸、臭化水素酸、硫酸
、スルファミン酸、リン酸、硝酸等の無機酸から誘導される塩；および酢酸、プロピオン
酸、コハク酸、グリコール酸、ステアリン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、アス
コルビン酸、パモン酸、マレイン酸、ヒドロキシマレイン酸、フェニル酢酸、グルタミン
酸、安息香酸、サリチル酸、メシル酸、エシル酸、ベシル酸、スルファニル酸、２－アセ
トキシ安息香酸、フマル酸、トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、エタンジスルホン
酸、シュウ酸、イセチオン酸、ＨＯＯＣ－（ＣＨ２）ｎ－ＣＯＯＨ（ｎは０～４である）
などの有機酸から調製される塩等が含まれる。本発明の医薬上許容される塩は、通常の化
学的方法によって、親化合物、塩基性部分または酸性部分から合成することができる。一
般に、このような塩は、これらの化合物の遊離酸形を化学量論量の適切な塩基（Ｎａ、Ｃ
ａ、ＭｇまたはＫの水酸化物、炭酸塩、重炭酸塩または同種のものなど）と反応させるこ
とによってか、または、これらの化合物の遊離塩基形を、化学量論量の適切な酸と反応さ
せることによって調製することができる。このような反応は一般に、水もしくは有機溶媒
、またはこの２つの混合液中で実施される。実施可能であれば、一般に、エーテル、酢酸
エチル、エタノール、イソプロパノールまたはアセトニトリルのような非水性媒体が好ま
しい。他の適切な塩のリストは、例えば、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ、１７ｔｈ　ｅｄ．、Ｍａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　
Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｅａｓｔｏｎ、Ｐａ．、１４１８頁（１９８５年）に記載されている。
【００２０】
　本明細書では、変数、例えばＲ、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３を含む一般式を用いて一定の化
合物を記載する。別段の指定のない限り、各変数は式中の他の各変数とは独立に定義され
る。したがって、ある基が例えば０～２個のＲ＊で置換されているとした場合、前記基は
最大で２個のＲ＊基で置換されていてよく、Ｒ＊はその存在毎に独立に選択される。また
、このような組合せが安定した化合物をもたらす場合に限り、置換基および／または変数
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の組合せも許容される。安定した化合物は、反応混合物からの単離、およびそれに続く効
果的な治療薬への製剤化を乗り切るのに十分に強固な化合物である。
【００２１】
　本明細書で用いる「置換された（ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｅｄ）」という用語は、表示され
た原子または基のいずれか１つまたは複数の水素を、示された基から選択して置き換える
ことを意味する。但し、表示された原子の本来の原子価数は超えないものとする。置換基
がオキソ（すなわち、＝Ｏ）である場合、原子上の２個の水素が置き換えられる。芳香族
部分が１個のオキソ基で置換されている場合、芳香族環は、対応する部分的不飽和環で置
き換えられる。例えば、オキソで置換されたピリジル基はピリドンである。置換基および
／または変数の組合せは、このような組合せにより安定した化合物または有用な合成中間
体がもたらされる場合のみ許容される。
【００２２】
　２つの文字または記号の間ではないダッシュ記号（「－」）は、置換基についての結合
点を示すのに用いられる。例えば、－（ＣＨ２）Ｃ３～Ｃ８シクロアルキルは、メチレン
（ＣＨ２）基の炭素を介して結合される。
【００２３】
　「アルキル」は、表示された数の炭素原子、一般に１～約８個の炭素原子を有する分岐
鎖および直鎖の両方の飽和脂肪族炭化水素基を意味する。本明細書でＣ０～Ｃｎアルキル
を他の基と一緒に用いる場合（例えば（炭素環）Ｃ０～Ｃ４アルキル）、示された基（こ
の場合、炭素環）は単一の共有結合（Ｃ０）で直接結合されるか、または、表示された数
の炭素原子（この場合１～約４個の炭素原子）を有するアルキル鎖によって連結されてい
る。アルキルの例には、（それだけに限らないが）メチル、エチル、ｎ－プロピル、イソ
プロピル、ｎ－ブチル、３－メチルブチル、ｔ－ブチル、ｎ－ペンチル、およびｓｅｃ－
ペンチルが含まれる。好ましいアルキル基は１～約６個の炭素原子、または１～約４個の
炭素原子を有するもの、例えばＣ１～Ｃ６およびＣ１～Ｃ４アルキル基である。
【００２４】
　本明細書で用いる「アルケニル」は、鎖に沿って任意の安定な結合点において存在して
よい１つまたは複数の不飽和炭素－炭素結合を含む直鎖または分岐鎖の炭化水素鎖を指す
。本明細書で記載するアルケニル基は一般に、２～約８個の炭素原子を有する。好ましい
アルケニル基は、２～約６個または２～約４個の炭素原子を有するアルケニル基、例えば
Ｃ２～Ｃ８、Ｃ２～Ｃ６およびＣ２～Ｃ４アルケニル基である。アルケニル基の例には、
エテニル、プロペニルおよびブテニル基が含まれる。
　「アルキニル」は、鎖に沿って任意の安定な結合点において存在してよい１つまたは複
数の三重炭素－炭素結合を含む直鎖かまたは分岐鎖構造の炭化水素鎖、例えばエチニルお
よびプロピニルなどを示す。アルキニル基は、一般的に２～約８個の炭素原子、より一般
的には２～約６個の炭素原子を有する。
【００２５】
　「アルコキシ」は、酸素架橋を介して結合した表示された数の炭素原子を有する上記定
義のアルキル基、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ｎ－ブトキ
シ、ｓｅｃ－ブトキシ、ｔｅｒｔ－ブトキシ、ペントキシ、２－ペンチル、イソペントキ
シ、ネオペントキシ、ヘキソキシ、２－ヘキソキシ、３－ヘキソキシ、３－メチルペント
キシ等を意味する。本明細書で好ましいアルコキシ基はＣ１～Ｃ４アルコキシ基である。
【００２６】
　「アルキルエステル」は、エステル結合を介して結合した上記定義のアルキル基である
。エステル結合はいずれの方向、例えば、式－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）アルキルの基であってもよい
し、式－（Ｃ＝Ｏ）Ｏアルキルの基であってもよい。
【００２７】
　「アルカノイル」は、ケト（－（Ｃ＝Ｏ）－）架橋を介して結合した上記定義のアルキ
ル基である。アルカノイル基は表示された数の炭素原子を有し、ケト基の炭素はその炭素
原子の数に含まれる。例えばＣ２アルカノイル基は式ＣＨ３（Ｃ＝Ｏ）－を有するアセチ
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ル基である。
【００２８】
　「モノ－およびジ－（アルキル）アミノ」は第二または第三アルキルアミノ基であり、
そのアルキル基は上記定義通りであり、かつ表示された数の炭素原子を有する。アルキル
アミノ基の結合点は窒素上にある。モノ－およびジ－アルキルアミノ基の例には、エチル
アミノ、ジメチルアミノおよびメチル－プロピル－アミノが含まれる。
【００２９】
　「炭素環」は、炭素環員のみを含む、１～３個の縮合環、ペンダント(pendant)環また
はスピロ環を有する。一般に炭素環は、３～８個の環員（特定の実施形態では、４個また
は５～７個の環員を有する環が挙げられる）を含み、縮合環、ペンダント環またはスピロ
環を含む炭素環は一般に、９～１４個の環員を含む。別段の指定のない限り、炭素環は、
シクロアルキル基（すなわち、各環は飽和している）、部分的に飽和した基、またはアリ
ール基（すなわち、その基内の少なくとも１つの環は芳香族である）であってよい。炭素
環基は一般に、安定した化合物が得られる限り、任意の環原子または置換基原子を介して
結合していてよい。表示されている場合、４～７員または５～７員の基などの炭素環基は
置換されていてよい。代表的な芳香族炭素環はフェニル、ナフチルおよびビフェニルであ
る。特定の実施形態では、好ましい炭素環は、フェニルまたは３～７員シクロアルキル基
などの単一の環を有する炭素環である。
【００３０】
　炭素環は、直接結合していてもよいし、また、表示された結合基を介して結合していて
もよい。例えば、本明細書で説明するいくつかの実施形態では、（炭素環）アルキル置換
基が存在する。それぞれの場合、「炭素環」は上記の定義を有し、かつ上記の定義を有す
るアルキル基と共有結合している。
【００３１】
　「シクロアルキル」という用語は、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、
シクロヘキシルまたはシクロヘプチルなどの、表示された数の炭素原子を有する飽和環基
を意味する。Ｃ３～Ｃ１０シクロアルキル基は３～１０環員を有し、１または２個のシク
ロアルキル環を有する。好ましいシクロアルキル基は３～８環員、より好ましくは３～７
環員を有し、単一の環を有する。
【００３２】
　「（シクロアルキル）アルキル」または（Ｃ３～Ｃ１０シクロアルキル）Ｃ０～Ｃ８ア
ルキルは、単一の共有結合（Ｃ０アルキル）を介するか、または表示された数の炭素原子
を有するアルキル架橋を介して結合した上記定義のシクロアルキル基を意味する。
【００３３】
　「ハロゲン」という用語は、フッ素、塩素、臭素およびヨウ素を指す。
【００３４】
　「ハロアルキル」は、１個または複数のハロゲン原子で置換された分岐鎖または直鎖の
アルキル基である（例えば、「Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル」基は１～２個の炭素原子を有す
る）。ハロアルキル基の例には、（それだけに限らないが）モノ－、ジ－およびトリ－フ
ルオロメチル；モノ－、ジ－およびトリ－クロロメチル；モノ－、ジ－、トリ－、テトラ
－およびペンタ－フルオロエチル；およびモノ－、ジ－、トリ－、テトラ－、ペンタ－ク
ロロエチルが含まれる。典型的なハロアルキル基は、トリフルオロメチルおよびジフルオ
ロメチルである。
【００３５】
　「ハロアルコキシ」は、酸素架橋を介して結合した、上記定義のハロアルキル基を指す
。「Ｃ１～Ｃ２ハロアルコキシ」基は１～２個の炭素原子を有する。典型的なハロアルコ
キシはトリフルオロメトキシである。
【００３６】
　「複素環」は、その少なくとも１つの環原子がヘテロ原子（すなわち、Ｎ、ＯまたはＳ
）であり、その環原子の残りが炭素である少なくとも１つの環を含む基である。このよう
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な環は複素環と称される。複素環は１～４個のヘテロ原子を含むことが好ましい。特定の
実施形態では、１または２個のヘテロ原子が好ましい。複素環は一般に、１～３個の縮合
環またはペンダント環（そのうちの少なくとも１つは複素環である）を含む。複素環は好
ましくは１個の環または２個の縮合環を含む。一般に、各環は３～８環員（好ましくは５
～７環員）を含む。縮合環またはペンダント環を含む複素環は一般に、９～１２環員を含
む。１個の複素環または２個の縮合環（合計３～１０個の環員について、そのうちの少な
くとも１つは複素環である）を含む３～１０員複素環基が好ましい。５～１０員複素環基
が特に好ましい。特定の実施形態では、単一の環と、Ｎ、ＯおよびＳから独立に選択され
る１個または２個のヘテロ原子とを有する５～７員複素環基が特に好ましい。複素環は、
炭素環について上記した１個または複数の置換基で任意に置換されていてよい。別段の指
定のない限り、複素環は、飽和（すなわち、上記したようなヘテロシクロアルキル）、部
分飽和、または芳香族（ヘテロアリール）であってよい。
【００３７】
　「ヘテロアリール」は、炭素原子と、Ｎ、ＯおよびＳから独立に選択される１～４個の
ヘテロ原子とからなる安定した５～７員単環式または７～１０員の二環式複素芳香族環構
造を意味するものとする。ヘテロアリール基中のＳ原子とＯ原子の合計数は１以下である
ことが好ましい。「（ヘテロアリール）アルキル」という用語では、ヘテロアリールおよ
びアルキルは上記定義通りであり、結合点はアルキル基上である。
【００３８】
　ヘテロアリール基の例には、（それだけに限らないが）オキサゾリル、ピラニル、ピラ
ジニル、ピラゾロピリミジニル、ピラゾリル、ピリジジニル、ピリジル、ピリミジニル、
ピロリル、キノリニル、テトラゾリル、チアゾリル、チエニル、ピラゾリル、チオフェニ
ル、トリアゾリル、ベンゾ［ｄ］オキサゾリル、ベンゾフラニル、ベンゾチアゾリル、ベ
ンゾチオフェニル、ベンズオキサジアゾリル、ジヒドロベンゾジオキシニル、フラニル、
イミダゾリル、インドリルおよびイソオキサゾリルが含まれる。
【００３９】
　好ましいヘテロアリール基には、イミダゾリル、ピロリル、ピリジル、チアゾリル、ピ
ラゾリル、チアゾリル、イソオキサゾリル、イミダゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル
、オキサジアゾリル、ピリミジニルおよびオキサゾリルが含まれる。
【００４０】
　「ヘテロシクロアルキル」は、少なくとも１つの環員がヘテロ原子（すなわち、Ｎ、Ｓ
またはＯ）であり、残りの環員が炭素である飽和環基を意味する。ヘテロシクロアルキル
基は一般に３～１０個の環員、好ましくは８個、より好ましくは５～７個の環員を含む。
ヘテロシクロアルキル基は、一般に１～３個のヘテロ原子を有し、ヘテロシクロアルキル
基中には１個以下のＳ原子と１個のＯ原子とが存在することが好ましい。好ましいヘテロ
シクロアルキル基は５員または６員ヘテロシクロアルキル基、例えばモルホリニル、ピペ
リジニル、ピペラジニル、チオモルホリニルおよびピロリジニルである。
【００４１】
　「（ヘテロシクロアルキル）Ｃ０～Ｃｎアルキル」は、単一の共有結合（Ｃ０アルキル
）を介するか、または表示された数の炭素原子を有するアルキル架橋を介して結合された
上記定義のヘテロシクロアルキル基を意味する。
【００４２】
　本発明の化合物の「有効量」という用語は、哺乳動物に投与した場合、症状の改善など
の治療的有用性を提供するのに効果的な量、例えば疾患の症状を低減するのに効果的な量
を意味する。特定の実施形態では、有効量は、癌の症状を緩和し、生物中の検出可能な癌
性細胞の数を減少させ、癌性腫瘍の増殖を検出できる形で遅くするかまたは停止させるの
に十分な量、あるいは、より好ましくは癌性の腫瘍を縮小させるのに十分な量である。あ
る種の状況下では、疾患または障害に罹患した患者は、侵されている症状を示さない可能
性がある。したがって、治療有効量の化合物は、患者の血液、血清または組織中における
検出可能なレベルの疾病マーカーの有意な増大を阻止するかまたはそれを有意に低下させ
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スチューデントＴ－検定などの統計的有意性の標準的なパラメータ試験において統計的に
有意な（ｐ＜０である）何らかの検出可能な変化である。
【００４３】
　本明細書で用いる「治療」は、（ａ）その疾患にかかりやすいが、かかっているとは診
断されていない患者において、疾患または疾患の症状が発生するのを予防し、（ｂ）その
疾患を抑制する、すなわちその進行を阻止し、かつ、（ｃ）その疾患を緩和させる、すな
わち疾患の後退をもたらすのに十分な、式で示す化合物を提供することを含む。
【００４４】
疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジン
　フェナントリジニウムアルカロイドの適切な疑似塩基は、親ベンゾ［ｃ］フェナントリ
ジニウムより低い毒性を有する。疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンは、親油性領域
を「標的化し」、脳内または細胞内へとより効果的に通過して所望の作用部位に分布する
のに有用である。
【００４５】
　疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンは、生体媒質中で平衡
【化３】

を確立できる弱い求核剤（ＲＨ）を、適切な溶媒中で親ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウ
ムと反応させると生成すると考えられる。求核剤の相対的な求核性の強度を一般的にカテ
ゴリー化することはできないが、その強度は、化合物の塩基度とある程度相関させること
はできる。したがって、本明細書では、弱塩基である化合物を弱い求核剤であるというこ
とができる。本明細書で用いる弱い求核剤は一般に、水に対して約８～２５、水に対して
約８～約２０、好ましくは水に対して約８～２０、より好ましくは水に対して１０～２２
、より好ましくは水に対して約１０～１８の解離定数すなわちイオン化定数［ｐＫａ］値
を有する。
【００４６】
　誘導体化剤が弱い求核剤である限り、疑似塩基とフェナントリジニウムアルカロイド（
親）との間に有用な平衡が樹立される。この平衡は、周囲の親油性、ｐＨ、および所望の
作用部位またはその周辺に存在する可能性のある任意の内因性求核剤の影響を受けること
になる。したがって、本明細書で説明する特定の疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジン
は、疑似塩基を標的化して作用部位に選択的に分配し、次いで効能を有する種に戻るよう
にすることによって、優れた効能および安全性指標を提供する。対照的に、親フェナント
リジニウムアルカロイドは、投与されると、別の方法で身体中に分配される。したがって
、所望の効能対毒性プロファイルが示されることは少ない。本明細書で説明する特定の疑
似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンはまた、他の経路（すなわち、経口、非経口、経皮
、皮下注射、または坐薬等）で投与された場合、異なる選択性と向上した安全性指標も示
す。様々な経口剤形、例えば腸溶性コーティング剤形、即時放出剤形および持続放出剤形
もまた、投与された場合、異なる選択性と向上した安全性指標を示す。
【００４７】
　ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウムアルカロイド、「親フェナントリジニウム」の例に
は、十分に特性評価がなされている化合物のニチジン、ファガロニン、ケレリスリン、お
よびサンギナリンが含まれる。そのすべては一般式
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【化４】

【表１】

を有する。
【００４８】
　式Ｉの特定の好ましい化合物は、ｎｍ／ｓで測定される、その親フェナントリジニウム
より高い細胞膜透過度を示す。細胞膜透過度は、実施例３で示すＣａｃｏ－２アッセイな
どの、細胞膜を通過する拡散についての標準的アッセイで測定することができる。
【００４９】
　細胞膜透過度の予測はＬｏｇＤ測定によっても得ることができる。
【００５０】
　ｎ－オクタノール－水分配係数（ｌｏｇＰ）は、平衡状態および特定の温度でのオクタ
ノール中と水中との化合物濃度の比である。ＬｏｇＰは、分子の疎水性の尺度として用い
ることができる。疎水性は、薬物の吸収や生物学的利用能に影響を及ぼすことが知られて
いる。ＬｏｇＰは通常、非イオン性化合物について用いられる。これに対して、ｌｏｇＤ
はイオン化した形態および中性の形態の分子について説明するのに用いられる。ＬｏｇＤ
は、所与の温度、通常２５℃におけるオクタノール中の分子のすべての種（イオン種およ
び非イオン種）と水相中の同じ種との平衡濃度の比である。ＬｏｇＤは、ｌｏｇＤ＝Σ［
Ｃｉ］ｏｃｔ／Σ［Ｃｉ］ａｑと定義される。但し、ｏｃｔはオクタノール相であり、ａ
ｑは水相である。したがって、本明細書では、親フェナントリジニウムと比較した場合、
２５℃でのｎ－オクタノール－水分配係数（ｌｏｇＤ）がより大きい、式Ｉの特定の好ま
しい化合物を提供する。
【００５１】
　本明細書で説明する式Ｉの特定の化合物は、その親フェナントリジニウムより高い安定
性とより長い保存寿命を有する。安定性は、ＭＳ、ＮＭＲ、または他の分析技術で測定さ
れる、化合物の化学的同一性の一定性で判断され得る。本明細書で説明する化合物は、室
温で１年間、無色のままで維持され（親フェナントリジニウムは明るい色である）、かつ
安定に維持される。
【００５２】
　上記「発明の概要」で開示した式Ｉの化合物およびその医薬上許容される塩に加えて、
以下の条件の１つまたは複数が満たされる式Ｉの化合物
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【化５】

も提供する。
【００５３】
変数Ｒ１およびＲ２

　特定の実施形態では、Ｒ１およびＲ２は、それぞれ独立に、水素、メチル、またはメト
キシである。
【００５４】
　本明細書で提供する他の実施形態では、Ｒ１およびＲ２は－ＯＣＨ２Ｏ－基によって連
結されている。すなわち、式ＩＩの化合物または塩
【化６】

を形成する。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２はどちらもメトキシであり、Ｒ３は水素であ
るか、または、Ｒ１は水素であり、Ｒ２およびＲ３はどちらもメトキシである。
【００５６】
変数Ｒ４およびＲ５

　本明細書で提供する特定の実施形態では、Ｒ４およびＲ５は－ＣＨ２－によって連結さ
れている。すなわち、式ＩＩＩの化合物
【化７】

を形成する。
【００５７】
　本発明は、式ＩＩＩの化合物を含み、
式中、
Ｒ１およびＲ２がどちらもメトキシであり、Ｒ３が水素であるか、または、Ｒ１が水素で
あり、Ｒ２およびＲ３がどちらもメトキシであり、
Ｒが、（ｉ）式－ＡＢで表される基（式中、Ａは、－ＮＲ６－、－Ｏ－、－ＮＲ６（Ｃ＝
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Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－ＯＳ（Ｏ）２－、－Ｓ－、または－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）－であり、
Ｂは、Ｃ１～Ｃ６アルキル、（フェニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（Ｃ３～Ｃ７シクロアル
キル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピリジル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（イミダゾリル）Ｃ０～
Ｃ２アルキル、（チアゾリル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、または（ピリミジニル）Ｃ０～Ｃ２

アルキルであり、そのそれぞれは、ハロゲン、ヒドロキシル、シアノ、Ｃ１～Ｃ２アルキ
ル、Ｃ１～Ｃ２アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ２アルキル）アミノ、トリフル
オロメチル、ジフルオロメチル、およびトリフルオロメトキシから独立に選択される０～
２個の置換基で置換されている）
である。
【００５８】
変数Ｒ
　本明細書では、Ｒが、（ｉ）式－ＡＢで表される基（ＡおよびＢはこれらの変数につい
ての上記定義を有する）である式Ｉの化合物および塩を提供する。
【００５９】
　特定の実施形態では、Ａは、－ＮＲ６－、－Ｏ－、－ＮＲ６（Ｃ＝Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）

２－、または－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）である。
【００６０】
　式中Ｂが、そのそれぞれが、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４ア
ルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、Ｃ１～Ｃ６アルキルエステル、モノ－およびジ－（Ｃ１

～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、ならびにＣ１～Ｃ２ハロアルコキシ
から独立に選択される０～４個の置換基で置換された、Ｃ１～Ｃ６アルキル、（フェニル
）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ヘテロシ
クロアルキル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、または（ヘテロアリール）Ｃ０～Ｃ２アルキルであ
る実施形態もまた含まれる。式中Ｂが５，６－ジヒドロケレリスリン－６－イルである実
施形態もまた含まれる。
【００６１】
　式中Ｂが、そのそれぞれが、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４ア
ルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１

～Ｃ２ハロアルキル、およびＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから独立に選択される０～４個の
置換基で置換された、Ｃ１～Ｃ６アルキル、（フェニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（Ｃ３～
Ｃ７シクロアルキル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピロリジニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピ
ペリジニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピペラジニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（モルホリニ
ル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピリジル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（チエニル）Ｃ０～Ｃ２ア
ルキル、（ピロリル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（フラニル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（イミダ
ゾリル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（チアゾリル）Ｃ０～Ｃ２アルキル、（ピリミジニル）Ｃ

０～Ｃ２アルキル、または（ピラジニル）Ｃ０～Ｃ２アルキルである実施形態もさらに含
まれる。
【００６２】
　本明細書では、Ｒが、（ｉｉ）次式の基
【化８】
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である式Ｉの化合物または塩を提供する。
特定の実施形態では、Ｒは
【化９】

であり、式中、Ｒ６は水素であり、Ｒ７およびＲ８は、独立に、Ｃ１～Ｃ４アルキルまた
は非置換のフェニルである。
【００６３】
　式中Ｒが、（ｉｉｉ）少なくとも１個の窒素環員、ならびにＮ、ＯおよびＳから独立に
選択される０、１または２個のさらなる環員を有する５員ヘテロアリール基であって、そ
の５員ヘテロアリール基が窒素原子を介して結合されており、かつ、ハロゲン、ヒドロキ
シル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－
（Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、およびＣ１～Ｃ２ハロアルコ
キシから独立に選択される０～３個の置換基で置換されている５員ヘテロアリール基であ
る、式Ｉの化合物または塩もまた提供する。これらの実施形態のいくつかでは、Ｒはピロ
リル、イミダゾリル、チアゾリル、オキサゾリル、またはイソオキサゾリルであり、その
それぞれは、窒素原子を介して結合しており、かつ、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、
シアノ、Ｃ１～Ｃ２アルキル、Ｃ１～Ｃ２アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ２ア
ルキル）アミノ、トリフルオロメチル、およびトリフルオロメトキシから独立に選択され
る０～３個の置換基で置換されている。
【００６４】
　式中Ｒが、（ｉｖ）窒素原子を介して結合した５員または６員ヘテロシクロアルキル基
であって、そのヘテロシクロアルキルが、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ

１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、Ｃ１～Ｃ６アルキルエステル、モノ－および
ジ－（Ｃ１～Ｃ４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、Ｃ１～Ｃ２ハロアルコキ
シ、およびヘテロシクロアルキルから独立に選択される０～４個の置換基で置換されてい
る５員または６員ヘテロシクロアルキル基である、式Ｉの化合物または塩もまた提供する
。これらの実施形態のいくつかでは、Ｒは、モルホリニル、ピペリジニル、またはピロリ
ジニルであり、そのそれぞれは、窒素原子を介して結合しており、かつ、ハロゲン、ヒド
ロキシル、アミノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ２アルキル、Ｃ１～Ｃ２アルコキシ、モノ－および
ジ－（Ｃ１～Ｃ２アルキル）アミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、およ
びピペリジニルから独立に選択される０～３個の置換基で置換されている。
【００６５】
　特定の実施形態では、弱い求核剤Ｒのプロトン化した形態であるＲＨは、水に対して８
～２０のＰＫａを有する。特定の好ましい実施形態では、ＲＨは水に対して１０～１８の
ＰＫａを示す。
【００６６】
変数Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１０

　本明細書では、式中Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１０が、独立に、水素であるか、
または、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ４アルカノイル、もしくは（Ｃ３～Ｃ７シクロア
ルキル）Ｃ０～Ｃ２アルキルであり、そのそれぞれが、ハロゲン、ヒドロキシル、アミノ
、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ４

アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、およびＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから独立
に選択される０～２個の置換基で置換されている、式Ｉの化合物および塩を提供する。
【００６７】
　特定の実施形態では、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１０は、独立に、水素またはＣ
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１～Ｃ４アルキルである。
【００６８】
　特定の実施形態では、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１０は、独立に、水素であるか
、または、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ４アルカノイル、もしくは（Ｃ３～Ｃ７シクロ
アルキル）Ｃ０～Ｃ２アルキルであり、そのそれぞれは、ハロゲン、ヒドロキシル、アミ
ノ、シアノ、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、モノ－およびジ－（Ｃ１～Ｃ

４アルキル）アミノ、Ｃ１～Ｃ２ハロアルキル、およびＣ１～Ｃ２ハロアルコキシから独
立に選択される０～２個の置換基で置換されている。
【００６９】
　他の実施形態では、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１０は、それぞれ独立に、水素ま
たはＣ１～Ｃ４アルキルである。
【００７０】
医薬製剤
　本明細書では、少なくとも１つの医薬上許容される担体と共に、式Ｉの化合物またはそ
の形態物(form)を含む医薬組成物を提供する。
【００７１】
　特定の実施形態では、医薬組成物は、注射用流体、エアロゾル、クリーム剤、ゲル剤、
錠剤、丸薬、カプセル剤、シロップ剤、点眼薬、または経皮貼布剤として製剤化される。
【００７２】
　本発明の化合物、塩、および他の任意の医薬上許容される形態は、化合物をそのままで
投与することができるが、医薬組成物または製剤として投与することが好ましい。したが
って、本発明は、１種もしくは複数の医薬上許容される担体（例えば、賦形剤、補助剤(a
djuvants)、希釈剤）または他の成分と共に、式Ｉの化合物または医薬上許容される形態
を含む医薬製剤を提供する。
【００７３】
　薬剤用担体は、治療を受ける動物への投与に適切にするために、純度が十分に高くかつ
毒性が十分に低いものでなければならない。担体は不活性なものであってもよいし、また
医薬上の利益を有するものであってもよい。化合物と一緒に用いられる担体の量は、化合
物の単位用量当たり、投与のための実際的な量の材料を提供するのに十分な量である。
【００７４】
　例示的な医薬上許容される担体またはその成分は、ラクトース、グルコースおよびスク
ロースなどの糖類；トウモロコシデンプンおよびジャガイモデンプンなどのデンプン；カ
ルボキシセルロースナトリウム、エチルセルロースおよびメチルセルロースなどのセルロ
ースおよびその誘導体；粉末トラガカントゴム；モルト；ゼラチン；タルク；ステアリン
酸やステアリン酸マグネシウムなどの固体の滑沢剤；硫酸カルシウム；合成油；ラッカセ
イ油、綿実油、ゴマ油、オリーブ油およびトウモロコシ油などの植物油；プロピレングリ
コール、グリセリン、ソルビトール、マンニトールおよびポリエチレングリコールなどの
ポリオール；アルギン酸；リン酸緩衝液；ＴＷＥＥＮなどの乳化剤；ラウリル硫酸ナトリ
ウムなどの湿潤剤；着色剤；矯味剤；錠剤化剤；安定剤；酸化防止剤；保存剤；パイロジ
ェンフリー水；等張食塩水；ならびにリン酸緩衝液である。
【００７５】
　本発明の化合物の活性を実質的に妨げない任意選択の活性薬剤を、医薬組成物中に含め
ることができる。
【００７６】
　医薬上許容されるその塩、エステルまたは他の誘導体を含む、有効濃度の式Ｉの化合物
の１つまたは複数を、適切な薬剤用担体と混合する。その化合物の溶解度が不十分である
場合、化合物を可溶化させる方法を用いることができる。このような方法は当業者に知ら
れており、（それだけに限らないが）ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）などの共溶媒、
ＴＷＥＥＮなどの界面活性剤、またはシクロデキストリン担体を使用する方法が含まれる
。化合物の塩または化合物のプロドラッグなどの化合物の誘導体もまた、効果的な医薬組
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成物を製剤化するのに使用することができる。
【００７７】
　本発明の化合物を混合するかまたは添加する場合、得られる混合物は、溶液、懸濁液、
乳液などであってよい。得られる混合物の形態は、意図される投与様式、および選択され
た担体またはベヒクル中での化合物の溶解度を含む多くの因子に依存する。治療される疾
患、障害または病態の症状を軽減するのに十分に有効な量は、経験的に決定することがで
きる。
【００７８】
　本明細書で説明する特定の化合物は、投薬単位製剤で、経口、局所、非経口、静脈内、
筋肉内注射、吸入法または噴霧法、舌下、経皮、頬側投与(buccal administration)を介
して、経直腸で、点眼薬として、または他の手段により投与することができる。
【００７９】
　経口使用に適した投与製剤には、錠剤、トローチ剤、ロゼンジ錠(lozenges)、水性およ
び油性懸濁剤、分散性散剤または顆粒剤、乳剤、硬質もしくは軟質のカプセル剤、ならび
にシロップ剤およびエリキシル剤が含まれる。経口使用のための組成物は、医薬組成物の
製造のための当技術分野で知られている任意の方法で調製することができる。薬剤として
洗練された口当たりのよい製剤を提供するために、このような組成物は、甘味剤、矯味剤
、着色剤、および保存剤などの１種または複数の物質を含むことができる。経口製剤は、
０．１～９９％の本発明の化合物、通常少なくとも約５％（重量％）の本発明の化合物を
含む。いくつかの実施形態では、約２５％～約５０％または５％～７５％の本発明の化合
物が含まれる。
【００８０】
　経口投与される組成物には、液剤、乳剤、懸濁剤、散剤、顆粒剤、エリキシル剤、チン
キ剤、シロップ剤等も含まれる。このような組成物の調製に適した医薬上許容される担体
は当技術分野でよく知られている。経口製剤は、保存剤、矯味剤、スクロースまたはサッ
カリンなどの甘味剤、風味マスキング剤、および着色剤を含むことができる。
【００８１】
　シロップ剤、エリキシル剤、乳剤および懸濁剤のための担体の典型的な成分には、エタ
ノール、グリセロール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、液体スクロー
ス、ソルビトール、および水が含まれる。シロップ剤およびエリキシル剤は、甘味剤、例
えばグリセロール、プロピレングリコール、ソルビトール、またはスクロースを用いて製
剤化することができる。このような製剤はまた、粘滑剤(demulcent)を含むこともできる
。
【００８２】
経口投与される液体製剤
　本明細書で説明する特定の化合物は、例えば水性もしくは油性の懸濁剤、液剤、乳剤、
シロップ剤、またはエリキシル剤などの経口液体製剤中に混ぜ込むことができる。さらに
、これらの化合物を含む製剤は、使用前に水または他の適切なベヒクルで構成するための
乾燥製品として提供され得る。このような液体製剤は、懸濁化剤（例えば、ソルビトール
シロップ剤、メチルセルロース、グルコース／糖、シロップ剤、ゼラチン、ヒドロキシエ
チルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ステアリン酸アルミニウムゲル、および
水素添加食用硬化油脂）、乳化剤（例えば、レシチン、モノオレイン酸ソルビタン、また
はアラビアゴム）、食用油を含むことができる非水性ベヒクル（例えば、アーモンド油、
ヤシ油、シリルエステル、プロピレングリコール、およびエチルアルコール）、ならびに
保存剤（例えば、メチルｐ－ヒドロキシ安息香酸またはプロピルｐ－ヒドロキシ安息香酸
、およびソルビン酸）などの通常の添加剤を含むことができる。
【００８３】
懸濁剤
　懸濁剤については、典型的な懸濁化剤には、メチルセルロース、カルボキシメチルセル
ロースナトリウム、ＡＶＩＣＥＬ　ＲＣ－５９１、トラガカントゴム、およびアルギン酸
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ナトリウムが含まれ、典型的な湿潤剤には、レシチンおよびポリソルベート８０が含まれ
、典型的な保存剤には、メチルパラベンおよび安息香酸ナトリウムが含まれる。
【００８４】
　水性懸濁剤は、活性物質を、水性懸濁剤の製造に適した賦形剤と混合して含むことがで
きる。このような賦形剤は、懸濁化剤、例えばカルボキシメチルセルロースナトリウム、
メチルセルロース、ヒドロプロピルメチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニ
ルピロリドン、トラガカントゴムおよびアラビアゴムであり、分散剤または湿潤剤は、天
然のフォスファチド、例えばレシチン、またはアルキレンオキシドと脂肪酸との縮合生成
物、例えばステアリン酸ポリオキシエチレン、またはエチレンオキシドと長鎖脂肪族アル
コールとの縮合生成物、例えばヘプタデカエチレンオキシセタノール、またはエチレンオ
キシドと脂肪酸およびヘキシトールから誘導される部分エステルとの縮合生成物、例えば
ポリオキシエチレンソルビトール置換体(substitute)、またはエチレンオキシドと脂肪酸
およびヘキシトール無水物から誘導される部分エステルとの縮合生成物、例えばポリエチ
レンソルビタン置換体であってよい。水性懸濁剤はまた、１種または複数の保存剤、例え
ばエチルｐ－ヒドロキシ安息香酸またはｎ－プロピルｐ－ヒドロキシ安息香酸を含むこと
もできる。
【００８５】
　油性懸濁剤は、活性成分を、植物油、例えばラッカセイ油、オリーブ油、ゴマ油、もし
くはヤシ油、または流動パラフィンなどの鉱油中に懸濁させて製剤化することができる。
油性懸濁剤は、増粘剤、例えばミツロウ、固形パラフィン、またはセチルアルコールを含
むことができる。上記の甘味剤、および矯味剤を加えて、口当たりのよい経口製剤を提供
することができる。これらの組成物は、アスコルビン酸などの酸化防止剤を加えて保存す
ることができる。
【００８６】
乳剤
　本明細書で説明する化合物の医薬組成物はまた、水中油型乳剤の形態であってもよい。
油相は、植物油、例えばオリーブ油もしくはラッカセイ油、または鉱油、例えば流動パラ
フィン、またはこれらの混合物であってよい。適切な乳化剤は、天然のゴム、例えばアラ
ビアゴムまたはトラガカントゴム、天然のフォスファチド、例えば大豆レシチン、および
脂肪酸とヘキシトール無水物とから誘導されるエステルまたは部分エステル、例えばソル
ビタンモノオレアート、および前記部分エステルとエチレンオキシドとの縮合生成物、例
えばポリオキシエチレンソルビタンモノオレアートであってよい。
【００８７】
分散性散剤
　水を加えて水性懸濁剤を調製するのに適した分散性散剤および顆粒剤は、分散剤または
湿潤剤、懸濁化剤、および１種もしくは複数の保存剤と混合して活性成分を提供する。適
切な分散剤または湿潤剤および懸濁化剤は、すでに上記したもので例示されている。
【００８８】
錠剤およびカプセル剤
　錠剤は一般に、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム、マンニトール、ラクトース、および
セルロースなどの不活性希釈剤；デンプン、ゼラチン、およびスクロースなどの結合剤；
デンプン、アルギン酸、およびクロスカルメロースなどの崩壊剤；ステアリン酸マグネシ
ウム、ステアリン酸、およびタルクなどの滑沢剤として薬剤適合性のある通常の補助剤を
含む。粉末混合物の流動特性を改善するために、二酸化ケイ素などの流動促進剤を用いる
ことができる。外観をよくするために、ＦＤ＆Ｃ染料などの着色剤を加えることができる
。アスパルテーム、サッカリン、メントール、ペパーミント、および果実フレーバーなど
の甘味剤や矯味剤は、チュアブル錠剤のための有用な補助剤である。カプセル剤（時限放
出型製剤および持続放出型製剤を含む）は、一般に、上記に開示の１種または複数の固体
希釈剤を含む。担体成分の選択はしばしば、風味、コスト、および貯蔵安定性のような二
次的な考慮事項にもよる。



(26) JP 2009-545594 A 2009.12.24

10

20

30

40

50

【００８９】
　このような組成物はまた、従来の方法、一般にｐＨまたは時間依存性のコーティング剤
でコーティングし、それによって本発明の化合物を、所望の局所適用部位の近傍で、また
は所望の作用を延長するために様々な時点において、胃腸管中で放出するようにコーティ
ングすることもできる。このような剤形は一般に、（それだけに限らないが）セルロース
アセタートフタラート、ポリビニルアセタートフタラート、ヒドロキシプロピルメチルセ
ルロースフタラート、エチルセルロース、Ｅｕｄｒａｇｉｔコーティング剤、ワックス、
およびセラックの１つまたは複数を含む。
【００９０】
　経口使用のための製剤はまた、活性成分が不活性固体希釈剤、例えば炭酸カルシウム、
リン酸カルシウム、またはカオリンと混合された硬質ゼラチンカプセル剤として、あるい
は、活性成分が水もしくは油性媒体、例えばラッカセイ油、流動パラフィン、またはオリ
ーブ油と混合された軟質ゼラチンカプセル剤として提供され得る。
【００９１】
腸溶性コーティング剤形
【００９２】
　親ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウムアルカロイドへの変換に対して疑似塩基ベンゾ［
ｃ］フェナントリジンを保護する腸溶性コーティング製剤もまた、特に望ましい。
【００９３】
　腸溶コーティングは、その剤形が小腸に達するまで活性薬剤の放出を防ぐコーティング
であることが好ましい。腸溶性コーティング剤形は、腸溶性ポリマーでコーティングされ
た式Ｉの化合物を含む。腸溶性ポリマーは非毒性でなければならず、腸液では大部分溶け
るが胃液ではほとんど溶けない。例としては、ポリビニルアセタートフタラート（ＰＶＡ
Ｐ）、ヒドロキシプロピルメチル－セルロースアセタートスクシナート（ＨＰＭＣＡＳ）
、セルロースアセタートフタラート（ＣＡＰ）、メタクリル酸コポリマー、ヒドロキシプ
ロピルメチルセルローススクシナート、セルロースアセタートスクシナート、セルロース
アセタートヘキサヒドロフタラート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースヘキサヒドロ
フタラート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタラート（ＨＰＭＣＰ）、セルロー
スプロピオナートフタラート、セルロースアセタートマレアート、セルロースアセタート
トリメリタート、セルロースアセタートブチラート、セルロースアセタートプロピオナー
ト、メタクリル酸／メタクリラートポリマー（酸価３００～３３０、ＥＵＤＲＡＧＩＴ　
Ｌとしても知られている）、（これはメタクリラート系のアニオン性コポリマーであり、
粉末として入手できる（メタクリル酸コポリマー、タイプＡ　ＮＦとしても知られている
））、メタクリル酸－メチルメタクリラートコポリマー、エチルメタクリラート－メチル
メタクリラート－クロロトリメチルアンモニウムエチルメタクリラートコポリマー等、お
よび上記腸溶性ポリマーの１つまたは複数を含む組合せが含まれる。他の例には、セラッ
クなどの天然樹脂、ＳＡＮＤＡＲＡＣ、コーパルコロホリウム(copal collophorium)、お
よび上記ポリマーの１つまたは複数を含む組合せが含まれる。腸溶性ポリマーのさらに他
の例には、カルボキシル基を有する合成樹脂が含まれる。「ＥＵＤＲＡＧＩＴ　Ｌ－１０
０－５５」の商品名で市販されている、アクリルディスパージョンのメタクリル酸：アク
リル酸エチルエステル　１：１コポリマー固体物質は、適切であり得る。
【００９４】
　一実施形態は、メタクリル酸型の腸溶性ポリマーと任意選択で可塑剤とを含む腸溶コー
ティング剤でコーティングされた、式Ｉの化合物を含む腸溶性コーティング剤形を提供す
る。腸溶コーティングは、その全重量に対して、約４０重量％～約９５重量％の腸溶性ポ
リマー（例えば、ＥＵＤＲＡＧＩＴ　Ｌ３０Ｄ－５５）と、約５重量％～約６０重量％の
可塑剤（例えば、クエン酸トリエチル、ポリエチレングリコール）とを含むことができる
。成分の相対割合、特にメタクリル酸ポリマーと可塑剤との比は、薬剤製剤化の分野の技
術者に知られている方法にしたがって変えることができる。
【００９５】
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注射用製剤および非経口製剤
　医薬組成物は、滅菌した注射用の水性または油性懸濁剤の形態であってもよい。この懸
濁剤は、上記したような適切な分散剤または湿潤剤および懸濁化剤を用いて、当技術分野
で知られている技術に従って、製剤化することができる。滅菌注射用製剤はまた、非経口
的に許容される非毒性の希釈剤または溶媒中の滅菌した注射用の液剤または懸濁剤（例え
ば１，３－ブタンジオール中の溶液として）であってもよい。使用できる許容可能なベヒ
クルおよび溶媒には、水、リンゲル液、および等張塩化ナトリウム溶液が含まれる。さら
に、滅菌した固定油が通常、溶媒または懸濁媒体として用いられる。この目的のためには
、合成モノ－またはジグリセリドを含む任意の無菌性固定油を用いることができる。さら
に、オレイン酸などの脂肪酸が注射用製剤に有用である。
【００９６】
　本発明の化合物は、滅菌媒体中、非経口で投与することができる。非経口投与には、皮
下注射、静脈内、筋肉内、髄腔内での注射または注入技術が含まれる。本発明の１つまた
は複数の化合物は、用いられるベヒクルおよび濃度に応じて、ベヒクル中に懸濁しても溶
解させてもよい。有利なことには、局部麻酔薬、保存剤、および緩衝剤などの補助剤をベ
ヒクル中に溶解させることができる。非経口投与のための多くの組成物では、担体は、全
組成物の少なくとも約９０重量％を構成する。非経口投与のための好ましい担体には、プ
ロピレングリコール、オレイン酸エチル、ピロリドン、エタノール、およびゴマ油が含ま
れる。
【００９７】
坐薬
　本明細書で説明する特定の化合物はまた、薬物を経直腸投与するために、坐薬の形態で
投与することもできる。これらの組成物は、薬物を、常温では固体であるが直腸温で液体
であり、したがって直腸内で溶融して薬物を放出する、適切な非刺激性賦形剤と混合する
ことによって調製することができる。このような材料には、カカオ脂およびポリエチレン
グリコールが含まれる。
【００９８】
局所製剤
　本明細書で説明する特定の化合物は、皮膚や、目などの粘膜への局所適用などの局部ま
たは局所適用のために、ゲル剤、クリーム剤、およびローション剤の形態で製剤化するこ
とができ、また、目への適用のために製剤化することができる。本発明の局所用組成物は
、例えば液剤、クリーム剤、軟膏剤、ゲル剤、ローション剤、乳剤、洗浄剤(cleanser)、
保湿剤、噴霧剤、皮膚用パッチ剤等を含む任意の形態であってよい。
【００９９】
　このような液剤は、適当な塩を用いたｐＨ約５～７の０．０１％～１０％等張液として
製剤化することができる。本発明の化合物はまた、経皮投与用に経皮貼布剤として製剤化
することもできる。
【０１００】
　活性化合物を含む局所用組成物は、当技術分野でよく知られている様々な担体材料、例
えば、水、アルコール、アロエベラジェル、アラントイン、グリセリン、ビタミンＡ油お
よびビタミンＥ油、鉱油、プロピレングリコール、ＰＰＧ－２ミリスチルプロピオナート
等と混合することができる。
【０１０１】
　局所担体に用いるのに適した他の材料には、例えば、皮膚軟化剤、溶媒、保湿剤、増粘
剤、および粉末が含まれる。単独で用いても１つまたは複数の材料の混合物で用いてもよ
いこの種の材料のそれぞれの例は以下の通りである。
【０１０２】
　皮膚軟化剤、例えばステアリルアルコール、モノリシノール酸グリセリル、モノステア
リン酸グリセリル、プロパン－１，２－ジオール、ブタン－１，３－ジオール、ミンクオ
イル、セチルアルコール、イソステアリン酸イソプロピル、ステアリン酸、パルミチン酸
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イソ－ブチル、ステアリン酸イソセチル、オレイルアルコール、ラウリン酸イソプロピル
、ラウリン酸ヘキシル、オレイン酸デシル、オクタデカン－２－オール、イソセチルアル
コール、パルミチン酸セチル、ジメチルポリシロキサン、セバシン酸ジ－ｎ－ブチル、ミ
リスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸イソプロピル、ステ
アリン酸ブチル、ポリエチレングリコール、トリエチレングリコール、ラノリン、ゴマ油
、ヤシ油、ラッカセイ油、ヒマシ油、アセチル化ラノリンアルコール、石油、鉱油、ミリ
スチン酸ブチル、イソステアリン酸、パルミチン酸、リノール酸イソプロピル、乳酸ラウ
リル、乳酸ミリスチル、オレイン酸デシル、およびミリスチン酸ミリスチル；噴射剤、例
えばプロパン、ブタン、イソ－ブタン、ジメチルエーテル、二酸化炭素、および亜酸化窒
素；溶媒、例えばエチルアルコール、塩化メチレン、イソプロパノール、ヒマシ油、エチ
レングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチ
レングリコールモノエチルエーテル、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、テ
トラヒドロフラン；保湿剤、例えばグリセリン、ソルビトール、ナトリウム ２－ピロリ
ドン－５－カルボキシラート、可溶性コラーゲン、フタル酸ジブチル、およびゼラチン；
ならびに粉剤、例えばチョーク、タルク、フラー土、カオリン、デンプン、ゴム、コロイ
ド二酸化ケイ素、ポリアクリル酸ナトリウム、テトラアルキルアンモニウムスメクタイト
、トリアルキルアリールアンモニウムスメクタイト、化学的に修飾したケイ酸アルミニウ
ムマグネシウム、有機的に修飾したモンモリロナイト粘土、ケイ酸アルミニウム水和物、
ヒュームドシリカ、カルボキシビニルポリマー、カルボキシメチルセルロースナトリウム
、およびエチレングリコールモノステアラート。
【０１０３】
　本明細書で説明する特定の化合物はまた、小さな単層ベシクル、大きな単層ベシクル、
および多層ベシクルなどのリポソーム送達系の形態で局所投与することもできる。リポソ
ームは、コレステロール、ステアリルアミン、またはホスファチジルコリンなどの様々な
リン脂質から形成することができる。
【０１０４】
他の製剤
　本発明の化合物の全身送達を達成するのに有用な他の組成物には、舌下、頬側、および
経鼻投与剤形が含まれる。このような組成物は一般に、スクロース、ソルビトール、およ
びマンニトールなどの可溶性充てん物質、ならびにアラビアゴム、微結晶性セルロース、
カルボキシメチルセルロース、およびヒドロキシプロピルメチルセルロースなどの結合剤
の１つまたは複数を含む。上記に開示した流動促進剤、滑沢剤、甘味剤、着色剤、酸化防
止剤、および矯味剤もまた含めることができる。
【０１０５】
　吸入用の組成物は一般に、乾燥粉末として投与されるか、または通常の噴射剤（例えば
、ジクロロジフルオロメタンまたはトリクロロフルオロメタン）を用いたエアロゾルの形
態で投与されることができる液剤、懸濁剤、または乳剤の形態で提供することができる。
【０１０６】
　本発明の組成物はまた、任意選択で活性促進剤を含むこともできる。活性促進剤は、本
発明の化合物の抗菌効果を高めるように様々な様式で機能する多種多様の分子から選択す
ることができる。活性促進剤の具体的な部類には、皮膚浸透促進剤や吸収促進剤が含まれ
る。
【０１０７】
　式Ｉの化合物を含む医薬組成物はまた、本発明の化合物の治療効果を高めるように様々
な様式で機能することができる多種多様の分子から選択され得る追加の活性薬剤を含むこ
ともできる。存在する場合、任意選択のこれらの他の活性薬剤は、一般に、約０．０１％
～約１５％の範囲の濃度で本発明の組成物中で使用される。いくつかの実施形態では、組
成物の約０．１％～約１０重量％の範囲で含まれる。他の実施形態では、組成物の約０．
５％～約５重量％の範囲で含まれる。
【０１０８】
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パッケージ化された製剤
　本発明は、パッケージ化された医薬製剤を含む。このようなパッケージ化された製剤は
、疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンを用いた治療に応答する疾患もしくは障害およ
び／またはベンゾ［ｃ］フェナントリジニウムアルカロイドを用いた治療に応答する疾患
もしくは障害に罹患した哺乳動物を治療するための、あるいは患者におけるこのような疾
患または障害を予防するための、１つまたは複数の式Ｉの化合物、その塩、または他の医
薬上許容されるその形態物を容器中に含み、かつ、任意選択でその組成物を使用するため
の使用説明書を含む医薬組成物を含む。パッケージ化医薬製剤は、細菌感染症、あるいは
プロテインキナーゼＣ活性、トポイソメラーゼＩおよび／もしくはＩＩ活性、または細胞
毒性が関わる疾患または障害に罹患した患者を治療するために、その組成物を使用するた
めの使用説明書を含むことが好ましい。
【０１０９】
　好ましくは、哺乳動物はヒト患者であるが、任意の哺乳動物、例えばネコもしくはイヌ
などの飼いならされたコンパニオンアニマル、またはブタ、ウマ、もしくはウシなどの家
畜動物であってもよい。
【０１１０】
　特定の実施形態では、パッケージ化医薬組成物は、癌、歯周病、細菌感染症、ウイルス
感染症、真菌感染症、ＡＩＤＳ、双極性障害、または統合失調症に罹患した患者を治療す
るために、その組成物を使用するための使用説明書を含む。
【０１１１】
　本発明は、例えば患者または健康管理提供者に、またはパッケージ化医薬製剤のラベル
として、処方情報を提供することを含む。処方情報には、例えば、効能、投与量、ならび
に医薬製剤に関連する投与情報、禁忌および副作用情報が含まれ得る。
【０１１２】
　上記のすべてにおいて、本発明の化合物は、単独で、混合物として、または他の活性薬
剤と組み合わせて投与することができる。
【０１１３】
治療方法
　特定の態様では、細菌感染症、真菌感染症、ウイルス感染症、プロテインキナーゼＣ、
トポイソメラーゼＩおよび／もしくはＩＩ調節に応答する疾患または障害を治療するかあ
るいはその進行を阻止するための方法が提供される。すなわち、本明細書で提供する治療
方法は、すでに疾患に罹患した患者を治療するのに用いてもよいし、あるいは検出可能な
細菌感染症、真菌感染症、またはプロテインキナーゼＣ、トポイソメラーゼＩおよび／も
しくはＩＩ調節に伴う疾患にかかっていない患者のこのような疾患の発病を予防または遅
延させるのに用いてもよい。調節は、阻害または活性化を指す。本明細書で説明する式Ｉ
の特定の好ましい化合物は、プロテインキナーゼＣ、トポイソメラーゼＩおよび／または
トポイソメラーゼＩＩの強力な阻害剤である。
【０１１４】
　プロテインキナーゼＣ、トポイソメラーゼＩおよび／またはトポイソメラーゼＩＩ調節
に応答する疾患ならびに障害には、（それだけに限らないが）糖尿病性血管疾患、糖尿病
性黄斑浮腫、および糖尿病性神経障害を含む糖尿病に関連する疾患；白血病、特に急性骨
髄性白血病、非小細胞肺癌、および子宮頸癌を含む癌；アレルギー性炎症、アレルギー性
皮膚病、アレルギー性呼吸器疾患、および喘息を含む炎症状態；双極性障害、注意力欠如
障害、老人性認知症、統合失調症の陰性症状、不安障害、心的外傷後ストレス障害、大う
つ病性障害、およびアルツハイマー型認知症を含む精神神経疾患；ならびに神経因性疼痛
、特に温熱性痛覚過敏が含まれる。これらの病態は、当技術分野で確立されている基準を
用いて診断し、モニターすることができる。
【０１１５】
　本発明は、哺乳動物に有効量の式Ｉの化合物を投与することを含む、細菌感染症、真菌
感染症、またはプロテインキナーゼＣ、トポイソメラーゼＩおよび／もしくはトポイソメ
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ラーゼＩＩ調節に応答する疾患または障害を有する哺乳動物を治療する方法を提供する。
哺乳動物は、一般にヒト患者であるが、飼いならされたコンパニオンアニマル（イヌなど
のペット）および家畜動物を治療する方法もまた、本発明の範囲内である。
【０１１６】
　投薬の頻度は、使用する化合物、および治療または予防しようとする具体的な疾患に応
じて変わり得る。一般に、ほとんどの障害の治療のためには、１日に４回以下の投薬計画
が好ましい。精神神経疾患の治療のためには、１日に１回または２回の投薬計画が特に好
ましい。しかし、任意の特定の患者のための具体的な用量レベルは、具体的な使用化合物
の活性、年齢、体重、一般的健康状態、性別、食事、投与の時間、投与経路、排出速度、
薬物併用、および治療を受ける患者の具体的な疾患の重篤度を含む様々な因子に依存する
ことになることを理解されよう。特定の実施形態では、食事の際の投与が好ましい。一般
に、効果的な治療を提供するのに十分な最少投薬量を用いることが好ましい。一般に、治
療有効性について、治療または予防される病態に適したアッセイを用いて、患者をモニタ
ーすることができ、このようなアッセイは当業者によく知られている。
【実施例】
【０１１７】
概略スキーム１。ベンゾ［Ｃ］フェナントリジニウムのその疑似塩基への変換
ベンゾ［Ｃ］フェナントリジン
　水は、ケレリスリンと、ＮＭＲ試験で確認可能な不安定付加物を生成する。６－メトキ
シ－５，６－ジヒドロケレリスリンおよび６－エトキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン
は、赤根草からのこれらのアルカロイドのメタノールおよびエタノール抽出を含む血根草
抽出工程で生成する副生成物として報告されている。
【０１１８】
　生体媒質中で平衡
【化１０】

を樹立することができる弱い求核剤（ＲＨ）を適切な溶媒中で親ベンゾ［ｃ］フェナント
リジニウムと反応させると、疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンが生成すると考えら
れている。これらの反応には非極性溶媒がしばしば使用される。一般に、弱い求核剤は、
水に対して８～２５、より好ましくは水に対して１０～２２のｐＫａを有する。その付加
反応はスキーム１に示されている。
【化１１】

【０１１９】
　（実施例１）
ベンゾ［Ｃ］フェナントリジン疑似塩基の調製
　疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンを調製するための複数の方法を以下の方法Ａ～
Ｆで提供する。
【０１２０】
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　方法Ａ：０．１Ｎ　ＮａＯＨ溶液（１ｍＬ）を、１－ブタノール（１ｍＬ）中のケレリ
スリンクロリド（３０ｍｇ）の懸濁液に加える。混合物を室温で２２時間激しく撹拌する
。白色固体をろ取し、水で洗浄し、乾燥させて６－ブトキシ－５，６－ジヒドロケレリス
リン（２０．３ｍｇ、６２％）を得る。
【０１２１】
　方法Ｂ：６－メトキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン（１０ｍｇ）を、２－プロパノ
ール（１ｍＬ）中で２時間加熱還流する。溶媒を除去して６－イソプロポキシ－５，６－
ジヒドロケレリスリンを灰白色固体（４．８ｍｇ、４５％）として得る。
【０１２２】
　方法Ｃ：Ｎ－ブチルリチウム（ヘキサン中に１．６Ｍ、０．２ｍＬ、０．３２ｍｍｏｌ
）を、ＴＨＦ（２ｍＬ）中の３－ヘキサノール（３１．９ｍｇ、０．３１ｍｍｏｌ）の溶
液に加える。混合物を数分間撹拌し、続いてケレリスリンクロリド（４０ｍｇ、０．１０
ｍｍｏｌ）を加える。反応液を２時間撹拌し、次いで溶媒を除去する。残留物を、水（１
ｍＬ）と３－ヘキサノール（１ｍＬ）との混合液中、室温で３日間撹拌する。灰白色スラ
リーをろ過し、水で洗浄し、乾燥させて６－（３－ヘキソキシ）－５，６－ジヒドロケレ
リスリン（１７．４ｍｇ、３７％）を得る。
【０１２３】
　方法Ｄ：アセトニトリル（２ｍＬ）中のケレリスリンクロリド（４０ｍｇ、０．１０ｍ
ｍｏｌ）と４－ピペリジノピペリジン（１７５ｍｇ、１．０ｍｍｏｌ）との反応混合物を
室温で一晩撹拌する。灰白色固体をろ過し、アセトニトリルで洗浄し、乾燥させて６－Ｎ
－（４－ピペリジノピペリジン－１イル）－５，６－ジヒドロケレリスリン（３５．９ｍ
ｇ、６７％）を得る。
【０１２４】
　方法Ｅ：アセトニトリル（２ｍＬ）中のケレリスリンクロリド（３０ｍｇ、０．０７８
ｍｍｏｌ）と１－ヘキサンチオール（９２ｍｇ、０．７８ｍｍｏｌ）との黄色懸濁液に、
１滴のトリエチルアミンを加える。反応液は急速に無色溶液となる。反応混合物を室温で
３０分間撹拌し、次いで溶媒を除去する。残留物をメタノール中で粉砕し、ろ過する。固
形物をメタノールで洗浄し、乾燥させて６－（ヘキシルチオ）－５，６－ジヒドロケレリ
スリン（１０ｍｇ、２８％）を得る。
【０１２５】
　方法Ｆ：鉱油中の水素化ナトリウム６０％分散液（１０．４ｍｇ、０．２６ｍｍｏｌ）
および無水ＤＭＦ（５ｍＬ）を乾燥した反応容器に入れる。次いでヘプタン（３滴）を加
え、反応混合物を撹拌する。シリンジでマロン酸ジエチル（９１．６ｍｇ、０．５７ｍｍ
ｏｌ）を加える。ガスの発生が停止した後、ケレリスリンクロリド（１００ｍｇ、０．２
６ｍｍｏｌ）を加え、反応液を窒素雰囲気下、室温で、黄色い色が完全に消失するまで撹
拌する。氷水（５ｍＬ）を加えて反応液をクエンチする。乳状の懸濁液を白色懸濁液にな
るまで室温で撹拌する。固体をろ取し、水で洗浄し、これを一定重量になるまで乾燥させ
て、所望のケレリスリンジエチルマロナート疑似塩基（１０７ｍｇ、８１％の収率）を得
る。
【０１２６】
　（実施例２）
他の疑似塩基ベンゾ［Ｃ］フェナントリジン
　実施例１で説明した方法Ａ～Ｆによって、表ＩＩに示す化合物を作製する。
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【０１２７】
　式１および２の化合物もまた、スキームＩに示す方法によって調製される。
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【化１２】

【０１２８】
式中、－Ａは－Ｏ－、－ＮＨ－、－ＳＯ２－、－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）－、－Ｏ（ＳＯ２）－また
は－ＮＨ（Ｃ＝Ｏ）－であり、Ｂは－ＣＨ３、－ＣＨ（ＣＨ３）（ＣＨ２ＣＨ３）、－Ｃ
Ｈ２ＣＨ３、－（ＣＨ２）２ＣＨ３、－（ＣＨ２）３ＣＨ３、－（ＣＨ２）４ＣＨ３、－
ＣＨ（ＣＨ３）２、３－ペンチル、シクロペンチル、フェニル、ピリド－２－イル、５－
（トリフルオロメチル）ピリジン－２－イル、５－（トリフルオロメチル）ピラジン－２
－イル、２－（ピロリジン－１－イル）エトキシ、３－（トリフルオロメチル）フェニル
、１－メチル－１Ｈ－イミダゾール－５－イル、またはチアゾール－５－イルである。
【０１２９】
　式４、５または６の化合物もまた、スキームＩに示す方法によって調製される。

【化１３】

【０１３０】
式中、Ｒは
【化１４】

である。
【０１３１】
　（実施例３）
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疑似塩基に対するＣＡＣＯ－２単分子層の透過性
ベンゾ［Ｃ］フェナントリジニウム誘導体
　Ｃａｃｏ－２細胞単分子層を通過する受動拡散は、親フェナントリジニウムアルカロイ
ドに対する疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンの細胞膜透過性を評価するために使用
することができる。Ｃａｃｏ－２細胞は、２４ウェル型Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｃｏｓｔａｒ　
Ｔｒａｎｓｗｅｌｌ（登録商標）フィルターに予めプレーティングした形で、Ｉｎ　Ｖｉ
ｔｒｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，　Ｃａｎｔｏｎｓｖｉｌｌｅ、ＭＤから入手できる
。試験化合物をＴＨＦで希釈し、１０％ＦＢＳを含む培地に加える。最終試験化合物濃度
は１μｇ／ｍｌである。試験化合物／培地混合物をＣａｃｏ－２細胞ｔｒａｎｓｗｅｌｌ
プレートの上部ウェルに加え、５％ＣＯ２雰囲気下、３７℃で緩やかに振とうさせながら
、プレートをインキュベーションする。ｔｒａｎｓｗｅｌｌプレートの下部ウェル中の試
験化合物濃度を、インキュベーション後２、４、６および２４時間でＬＣ／ＭＳにより判
定して対照と比較する。それぞれの疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジン化合物につい
て、対照は、親ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウムアルカロイドである。
【０１３２】
　（実施例４）
疑似塩基ベンゾ［Ｃ］フェナントリジンの抗菌活性
　本明細書で説明する化合物の抗菌活性は、目視による最小阻害濃度（ＭＩＣ）アッセイ
によって評価することができる。このアッセイは、細菌株の増殖を阻害するのに必要な化
合物の最小濃度を決定する。
【０１３３】
　試験化合物を非極性溶媒に溶解し、１：５０でミューラーヒントンＩＩブロス（Ｍｕｅ
ｌｌｅｒ－ＨｉｎｔｏｎＩＩブロス（Ｂｅｃｔｏｎ－Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ））に希釈して
、２５６μｇ／ｍｌストック溶液を作製する。化合物溶液を、９６ウェルマイクロタイタ
ープレートにおいて、ミューラーヒントンＩＩブロス中に連続希釈する。化合物を希釈し
た後、マイクロタイタープレートの各ウェルに、５０μｌの分量の試験生物（約１×１０
６ｃｆｕ／ｍＬ）を加える。最終試験濃度は０．１２５～１２８μｇ／ｍＬの範囲である
。植菌したプレートを、周囲空気中、３７℃で１８～２４時間インキュベーションする。
試験用に選択した生物には、黄色ブドウ球菌（Ｓ．ａｕｒｅｕｓ）および大腸菌（Ｅ．ｃ
ｏｌｉ）が含まれる（実験室株はＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌ
ｌｅｃｔｉｏｎ，　Ｍａｎａｓｓａｓ，　ＶＡから購入することができる）。最小阻害濃
度（ＭＩＣ）は、試験生物の目視可能な増殖を阻害する化合物の最低濃度として測定され
る。親ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウムの抗菌活性は当技術分野でよく知られている。
それらの親ベンゾ［ｃ］フェナントリジニウムに変換されると、本明細書で記載の疑似塩
基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンは、それらの親化合物と類似した抗菌活性を示す。
【０１３４】
　（実施例５）
トポイソメラーゼＩ阻害アッセイ
　疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンによるトポイソメラーゼＩ活性阻害を確認する
ためには、基本的にはＰｒａｄｏら、Ｂｉｏｏｒｇ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．１２：３９４３
～３９５３頁（２００４年）に記載されている以下のアッセイを用いることができる。超
らせんＤＮＡは、活性トポイソメラーゼＩによってほどかれた(uncoiled)ＤＮＡよりもゆ
っくり移動する。したがって、対照と比較して遅く移動する「超らせん」ＤＮＡのレベル
が高いことは、トポイソメラーゼＩの阻害を示している。
【０１３５】
　組み換えトポイソメラーゼＩタンパク質は、当技術分野でよく知られている方法で、バ
キュロウイルス感染Ｓｆ９細胞から産生され、精製される。超らせんｐＫＭｐ２７ ＤＮ
Ａ（０．４μｇ）を、様々な濃度の式Ｉの化合物またはその化合物の親ベンゾ［ｃ］フェ
ナントリジニウムアルカロイド（対照）の存在下、緩衝液（５０ｍＭトリス　ｐＨ７．８
、５０ｍＭ　ＫＣｌ、１０ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１ｍＭジチオスレイトール、１ｍＭ　ＥＤ
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ＴＡ）中で、４単位のトポイソメラーゼＩと共に、３７℃で１時間インキュベーションす
る。ＳＤＳを０．２５％まで、およびプロテイナーゼＫを２５０μｇ／ｍＬまで加えて反
応を終了させる。次いで、ＤＮＡ試料を電気泳動染料混合物（３μｌ）に加え、エチジウ
ム含有１％アガロースゲル中、１２０Ｖ、室温で約２時間電気泳動させる。ゲルを洗浄し
、ＵＶ光下で写真撮影する。親ベンゾ［ｃ］フェントリジニウムのトポイソメラーゼＩ阻
害活性は、当技術分野でよく知られている。親ベンゾ［ｃ］フェントリジニウムへ変換さ
れると、本明細書で記載の疑似塩基ベンゾ［ｃ］フェナントリジンは、その親化合物と類
似したトポイソメラーゼ阻害活性を示す。
【０１３６】
　（実施例６）
模擬胃液（ＳＧＦ）および模擬腸液（ＳＩＦ）中におけるケレリスリン疑似塩基の親ケレ
リスリンへの変換
　模擬胃液（ＳＧＦ）：塩化ナトリウム（２ｇｍ）、７５０ｍＬの蒸留水、および７．０
ｍＬの濃塩酸を１０００ｍｌ容量フラスコに入れる。フラスコを振って混合し、蒸留水で
容積を１０００ｍＬにする。ｐＨは約１．２にしなければならない。
【０１３７】
　模擬腸液（ＳＩＦ）：第一リン酸カリウム（６．８ｇｍ）と水酸化ナトリウム（０．６
１６ｇｍ）とを１０００ｍｌ容量フラスコ中の２５０ｍＬの蒸留水に加え、これを振って
溶解させる。７００ｍｌ蒸留水を加え、ｐＨをチェックする。０．２Ｎ水酸化ナトリウム
かまたは０．２Ｎ塩酸を加えて、ｐＨをｐＨ６．８＋／－０．１に調整し、容積を１００
０ｍｌにする。
【０１３８】
　一般的変換手順：疑似塩基を約０．２ｍｇ／ｍＬ濃度でＳＧＦまたはＳＩＦに入れ、緩
やかに撹拌しながら３７℃浴中に置く。水への低い溶解度を有する疑似塩基については、
メタノールなどの共溶媒を最大で２０％加えて溶解し易いようにする。変換の進行は、目
視（色の変化）と１Ｈ　ＮＭＲ分析によって追跡する。
【０１３９】
　６－ｔｅｒｔ－ブトキシ－５，６－ジヒドロケレリスリン（１ｍｇ）を、ガラス製バイ
アル中の５ｍＬの模擬胃液中に入れる。緩やかに撹拌しながら、バイアルを３７℃浴に静
かに置く。固体疑似塩基は徐々に溶解して、黄色溶液を生じる。この色は、親ケレリスリ
ンクロリドに特徴的な色である。２時間後、試料を蒸発させて乾燥させ、１Ｈ　ＮＭＲ分
析用のために残留物をＤＭＳＯ－ｄ６中に溶解させた。この分析により、ケレリスリンク
ロリドへ完全に変換していることが示された。
【０１４０】
　Ｎ－（イソプロピル）－５，６－ジヒドロケレリスリン－６－アミン（１ｍｇ）を、ガ
ラス製バイアル中の５ｍＬの模擬腸液中に入れる。緩やかに撹拌しながら、バイアルを３
７℃浴に静かに置く。固体疑似塩基は徐々に溶解して、黄色溶液を生じる。この色は、親
ケレリスリンクロリドに特徴的な色である。４時間後、試料を蒸発させて乾燥させ、１Ｈ
　ＮＭＲ分析のために残留物をＤＭＳＯ－ｄ６中に溶解させた。この分析により、ケレリ
スリンクロリドへ完全に変換していることが示された。
【０１４１】
　６－ジエチル－（５，６－ジヒドロケレリスリン）－マロナート（１ｍｇ）を、１０％
メタノールを含むガラス製バイアル中の５ｍＬの模擬胃液中に入れる。緩やかに撹拌しな
がら、バイアルを３７℃浴に静かに置く。固体疑似塩基は徐々に溶解して、黄色溶液を生
じる。この色は、親ケレリスリンクロリドに特徴的な色である。１６時間後、試料を蒸発
させて乾燥させ、１Ｈ　ＮＭＲ分析のために残留物をＤＭＳＯ－ｄ６中に溶解させた。こ
の分析により、ケレリスリンクロリドへ完全に変換していることが示された。
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