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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物と、イリノテカンおよびパクリタキセルからなる群から選択される少
なくとも一つとを組み合わせてなる未分化型胃癌に対する治療剤。
【請求項２】
　薬理学的に許容される塩がメタンスルホン酸塩である、請求項１に記載の治療剤。
【請求項３】
　未分化型胃癌が、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌からなる群から
選択される少なくとも一つの胃癌である、請求項１または２に記載の治療剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、線維芽細胞増殖因子レセプター２（以下、「ＦＧＦＲ２」と称する場合があ
る）のキナーゼ活性を阻害する活性を有する物質（以下、「ＦＧＦＲ２阻害物質」と称す
る場合がある）と、胃癌治療物質または前記ＦＧＦＲ２阻害物質とは異なるＦＧＦＲ２阻
害物質とを組み合わせてなる未分化型胃癌に対する治療剤、キットおよび治療方法、前記
治療剤の製造のためのＦＧＦＲ２阻害物質の使用ならびに前記治療剤のためのＦＧＦＲ２
阻害物質に関するものである。
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　また、本発明は、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現し
ている細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための
、ＦＧＦＲ２阻害物質と、胃癌治療物質または前記ＦＧＦＲ２阻害物質とは異なるＦＧＦ
Ｒ２阻害物質とを組み合わせてなる医薬組成物およびキット、前記生体に対してＦＧＦＲ
２阻害物質と、胃癌治療物質または前記ＦＧＦＲ２阻害物質とは異なるＦＧＦＲ２阻害物
質とを有効量投与することを特徴とする疾患の治療方法、前記医薬組成物の製造のための
ＦＧＦＲ２阻害物質の使用ならびに前記医薬組成物のためのＦＧＦＲ２阻害物質に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　胃癌は、癌による死亡原因の主要な癌種の一つである。胃癌は、病理組織学的に分化型
胃癌（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　ｇａｓｔｒｉｃ　ｃａｎｃｅｒ）と未分化型胃癌
（ｕｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　ｇａｓｔｒｉｃ　ｃａｎｃｅｒ）とに分類され、
未分化型胃癌には、低分化腺癌（ｐｏｏｒｌｙ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　ａｄｅ
ｎｏｃａｒｃｉｎｏｍａ）、印環細胞癌（ｓｉｇｎｅｔ－ｒｉｎｇ　ｃｅｌｌ　ｃａｒｃ
ｉｎｏｍａ）、粘液癌（ｍｕｃｉｎｏｕｓ　ｃａｒｃｉｎｏｍａ）などが含まれる。
　未分化型胃癌では、癌細胞が拡散しやすく、また、線維化してスキルス胃癌（ｓｃｉｒ
ｒｈｏｕｓ　ｇａｓｔｒｉｃ　ｃａｎｃｅｒ）となりやすい。そして、未分化型胃癌は、
特に若年層において観察され、浸潤性増殖および転移を起こし、予後不良となることが知
られている（１）。
　ＦＧＦＲ２（Ｋ－ｓａｍともいう）は、びまん性胃癌（ｄｉｆｆｕｓｅ－ｔｙｐｅ　ｇ
ａｓｔｒｉｃ　ｃａｎｃｅｒ）、すなわち、未分化型胃癌において、増幅されており、癌
の悪性化に関与していることが知られている（１，２）。そして、ＦＧＦＲ２遺伝子は、
未分化型胃癌の３３％の患者において、増幅されており（２）、ＦＧＦＲ２は、未分化型
胃癌の約５０％の患者において、陽性であったことが報告されている（１）。
　ＦＧＦＲ２遺伝子は、ＮＩＨ３Ｔ３細胞を形質転換させることができ、形質転換した細
胞は、ヌードマウスにおいて造腫瘍性を示したことが報告されている（３）。また、ＦＧ
ＦＲ２のＣ末欠失体は、形質転換活性が強く、そして、未分化型胃癌細胞株に主に発現し
ていることが報告されている（１，３）。例えば、７６９番目のチロシン以降を欠失した
ＦＧＦＲ２は、高い形質転換活性を有していることが報告されている（３）。
　また、ＦＧＦＲ２遺伝子は、低分化型胃癌、特にスキルス胃癌において増幅されており
、チロシン残基７８０，７８４，８１３を含むＣ末の欠失したＦＧＦＲ２タンパク質は、
スキルス胃癌において、特に発現していることが報告されている（４）。そして、活性化
されたＦＧＦＲ２の増幅は、スキルス胃癌の腫瘍増殖に寄与していることが報告されてい
る（４）。
　胃癌の化学療法剤として従来用いられているものには、５－フルオロウラシル類縁体、
パクリタキセル類縁体などがあるが、いずれもその抗腫瘍効果は十分であるとはいえず、
新しい抗腫瘍剤の開発が切望されていた。
　近年、ＦＧＦＲ２阻害物質であるジフェニルアミン誘導体は、ヒトスキルス胃癌細胞株
の細胞増殖を用量依存的に抑制し、ヒトスキルス胃癌細胞株皮下移植モデルにおいて、抗
腫瘍効果をを示したことが報告されている（５）。
　また、ＦＧＦＲ２阻害物質である４－［（４－フルオロ－２－メチルインドール－５－
イル）オキシ］－６－メトキシ－７－［３－（ピロリジン－１－イル）プロポキシ］キナ
ゾリンは、Ｋ－ｓａｍを過剰発現している胃癌に対して有効であることが示唆されている
（６）。
　このように、ＦＧＦＲ２阻害物質は、未分化型胃癌、好ましくは低分化腺癌、印環細胞
癌、粘液癌およびスキルス胃癌に対して、増殖抑制作用および抗腫瘍効果を示すことが示
唆されている。
　ここで、血管新生阻害物質として、一般式（Ｉ）で表される化合物が知られている（７

－９）。しかしながら、一般式（Ｉ）で表される化合物がＦＧＦＲ２阻害活性を有するこ
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とについては一切報告されていない。
　また、これらの化合物の組合せにより、いかなる効果を示すか否かについてはこれまで
報告されてない。
（参考文献）
（１）Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ．２（８），１３７３－１３
８１，１９９６．
（２）Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｃｌｉｎｉｃ
ａｌ　Ｏｎｃｏｌｏｇｙ，１２７，２０７－２１６，２００１．
（３）Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ．５４，３２３７－３２４１，１９９４．
（４）Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ．５９（２４），６０８０－６０８６，１９９９
．
（５）Ｂｉｏｏｒｇａｎｉｃ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃｉｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｌｅ
ｔｔｅｒｓ．１４（４），８７５－８７９，２００４．
（６）Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏ
ｎ　ｆｏｒ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ．４７，８９０，２００６．
（７）国際公開第０２／３２８７２号パンフレット
（８）国際公開第２００４／０８０４６２号パンフレット
（９）国際公開第２００５／０６３７１３号パンフレット
【発明の開示】
【０００３】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は
、未分化型胃癌に対する治療剤、キットおよび治療方法を提供すること、ならびに、ＦＧ
ＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞からなる群か
ら選択される少なくとも一つを含む生体に対してより有効に効果を発揮する医薬組成物、
キットおよび治療方法を提供することにある。
　本発明者らは、上記課題を解決するため、鋭意検討を重ねた結果、これまでに、一般式
（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和
物がＦＧＦＲ２阻害活性を有することを見出した。そして、一般式（Ｉ）で表される化合
物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物は、未分化型胃癌に
対して、より有効に効果を発揮することを見出した。また、一般式（Ｉ）で表される化合
物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物は、ＦＧＦＲ２を過
剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞からなる群から選択され
る少なくとも一つを含む生体に対して、より有効に効果を発揮することを見出した。これ
らの知見をもとに、さらに検討を重ねた結果、ヒトスキルス胃癌細胞株皮下移植モデル（
ｉｎ　ｖｉｖｏ）において、一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許
容される塩、またはそれらの溶媒和物は、胃癌治療物質と併用することにより、胃癌治療
物質単独では示すことができないようなすぐれた抗腫瘍効果が認められた。したがって、
ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許
容される塩、またはそれらの溶媒和物は、胃癌治療物質と併用することにより、すぐれた
抗腫瘍活性を示すと考えられ、ＦＧＦＲ２阻害物質と胃癌治療物質との組合せは、有用な
未分化型胃癌治療剤およびキットとして使用し得ること、ならびに未分化型胃癌に使用し
得ることを見出した。
　すなわち本発明は、以下に関する。
（１）一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそ
れらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを組み合わせてなる未分化
型胃癌に対する治療剤。
（２）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞か
らなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、一般式（Ｉ
）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物と
、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを組み合わせてなる医薬組成物。
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（３）一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそ
れらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを生体に有効量投与するこ
とを特徴とする、未分化型胃癌の治療方法。
（４）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞か
らなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して、一般式（Ｉ）で表される化
合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質
またはＦＧＦＲ２阻害物質とを有効量投与することを特徴とする疾患の治療方法。
（５）胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる未分化型胃癌に対する
治療剤の製造のための一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容され
る塩、またはそれらの溶媒和物の使用。
（６）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞か
らなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、胃癌治療物
質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる医薬組成物の製造のための一般式（Ｉ）
で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物の使
用。
（７）胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる、未分化型胃癌に対す
る治療のための一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、
またはそれらの溶媒和物。
（８）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞か
らなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して胃癌治療物質またはＦＧＦＲ
２阻害物質と組み合わせて投与するための一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその
薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
（９）（ａ）一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを併用することを記
載した、包装容器、取扱説明書および添付文書からなる群から選択される少なくとも１つ
と、
（ｂ）一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそ
れらの溶媒和物を含む未分化型胃癌に対する治療剤と、
を含有するキット。
（１０）（ａ）一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、
またはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを併用することを
記載した、包装容器、取扱説明書および添付文書からなる群から選択される少なくとも１
つと、
（ｂ）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞か
らなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、一般式（Ｉ
）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を
含む医薬組成物と
を含有するキット。
（１１）一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、または
それらの溶媒和物を含んでなる未分化型胃癌に対する治療剤と、胃癌治療物質またはＦＧ
ＦＲ２阻害物質を含んでなる製剤とをセットにしたことを特徴とするキット。
（１２）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対する投与に使用するためのキッ
トであって、一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物を含んでなる製剤と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質を含
んでなる製剤とをセットにしたことを特徴とする前記キット。
（１３）胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とともに生体に投与されることを特徴と
する一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれ
らの溶媒和物を含む未分化型胃癌に対する治療剤。
（１４）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
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からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、胃癌治療
物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とともに生体に投与されることを特徴とする一般式（Ｉ）
で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を含
む医薬組成物。
　また、本発明は、好ましくは以下に関する。
（１５）４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ
）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩
、またはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを組み合わせて
なる未分化型胃癌に対する治療剤。
（１６）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、４－（３
－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ
－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの
溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを組み合わせてなる医薬組成物。
（１７）４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ
）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩
、またはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを生体に有効量
投与することを特徴とする、未分化型胃癌の治療方法。
（１８）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して、４－（３－クロロ－４－
（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリン
カルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物と、胃
癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを有効量投与することを特徴とする疾患の治療方
法。
（１９）胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる未分化型胃癌に対す
る治療剤の製造のための４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）ア
ミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物の使用。
（２０）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、胃癌治療
物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる医薬組成物の製造のための４－（３－
クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－
６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶
媒和物の使用。
（２１）胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる未分化型胃癌に対す
る治療のための４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェ
ノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容さ
れる塩、またはそれらの溶媒和物。
（２２）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して胃癌治療物質またはＦＧＦ
Ｒ２阻害物質と組み合わせて投与するための４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルア
ミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、も
しくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
（２３）（ａ）４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェ
ノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容さ
れる塩、またはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを併用す
ることを記載した、包装容器、取扱説明書および添付文書からなる群から選択される少な
くとも１つと、
（ｂ）４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）
－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩、
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またはそれらの溶媒和物を含む未分化型胃癌に対する治療剤と、
を含有するキット。
（２４）（ａ）４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェ
ノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容さ
れる塩、またはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを併用す
ることを記載した、包装容器、取扱説明書および添付文書からなる群から選択される少な
くとも１つと、
（ｂ）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞か
らなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、４－（３－
クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－
６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶
媒和物を含む医薬組成物と、
を含有するキット。
（２５）４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ
）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩
、またはそれらの溶媒和物を含んでなる未分化型胃癌に対する治療剤と、胃癌治療物質ま
たはＦＧＦＲ２阻害物質を含んでなる製剤とをセットにしたことを特徴とするキット。
（２６）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対する投与に使用するためのキッ
トであって、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容され
る塩、またはそれらの溶媒和物を含んでなる製剤と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害
物質を含んでなる製剤とをセットにしたことを特徴とする前記キット。
（２７）胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とともに生体に投与されることを特徴と
する４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－
７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物を含む未分化型胃癌に対する治療剤。
（２８）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、胃癌治療
物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とともに生体に投与されることを特徴とする４－（３－ク
ロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６
－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒
和物を含む医薬組成物。
　また、本発明は、以下に関する。
（２９）ＦＧＦＲ２阻害物質と胃癌治療物質とを組み合わせてなる未分化型胃癌に対する
治療剤。
（３０）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、ＦＧＦＲ
２阻害物質と胃癌治療物質とを組み合わせてなる医薬組成物。
（３１）ＦＧＦＲ２阻害物質と胃癌治療物質とを生体に有効量投与することを特徴とする
、未分化型胃癌の治療方法。
（３２）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して、ＦＧＦＲ２阻害物質と胃
癌治療物質とを有効量投与することを特徴とする疾患の治療方法。
（３３）胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる未分化型胃癌に対す
る治療剤の製造のためのＦＧＦＲ２阻害物質または胃癌治療物質の使用。
（３４）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、胃癌治療
物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる医薬組成物の製造のためのＦＧＦＲ２
阻害物質または胃癌治療物質の使用。
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（３５）胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる未分化型胃癌に対す
る治療のためのＦＧＦＲ２阻害物質または胃癌治療物質。
（３６）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して胃癌治療物質またはＦＧＦ
Ｒ２阻害物質と組み合わせて投与するためのＦＧＦＲ２阻害物質または胃癌治療物質。
（３７）（ａ）ＦＧＦＲ２阻害物質と胃癌治療物質とを併用することを記載した、包装容
器、取扱説明書および添付文書からなる群から選択される少なくとも１つと、
（ｂ）ＦＧＦＲ２阻害物質を含む未分化型胃癌に対する治療剤、または胃癌治療物質を含
む胃癌に対する治療剤と、
を含有するキット。
（３８）（ａ）ＦＧＦＲ２阻害物質と胃癌治療物質とを併用することを記載した、包装容
器、取扱説明書および添付文書からなる群から選択される少なくとも１つと、
（ｂ）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞か
らなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、ＦＧＦＲ２
阻害物質または胃癌治療物質を含む医薬組成物と、
を含有するキット。
（３９）ＦＧＦＲ２阻害物質を含んでなる未分化型胃癌に対する治療剤と、胃癌治療物質
を含んでなる製剤とをセットにしたことを特徴とするキット。
（４０）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対する投与に使用するためのキッ
トであって、ＦＧＦＲ２阻害物質を含んでなる製剤と胃癌治療物質を含んでなる製剤とを
セットにしたことを特徴とする前記キット。
（４１）胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とともに生体に投与されることを特徴と
する、ＦＧＦＲ２阻害物質を含む未分化型胃癌に対する治療剤または胃癌治療物質を含む
胃癌に対する治療剤。
（４２）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、胃癌治療
物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とともに生体に投与されることを特徴とするＦＧＦＲ２阻
害物質または胃癌治療物質を含む医薬組成物。
　さらに具体的には、本発明は、以下に関する。
［１］．下記一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを組み合わせてなる
未分化型胃癌に対する治療剤。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
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いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［２］．Ｒ１がＣ１－６アルキル基（ただし、Ｒ１はＣ１－６アルキル基を有していても
よい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、Ｃ１－６アルコキシ基、アミノ基、モノ
－Ｃ１－６アルキルアミノ基およびジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基からなる群から選ばれ
る少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である［１］に記載の治療剤。
［３］．Ｒ１がメチル基または式
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（式中、Ｒａ３はメチル基を意味する；Ｒａ１は水素原子または水酸基を意味する；Ｒａ

２は、メトキシ基、エトキシ基、１－ピロリジニル基、１－ピペリジニル基、４－モルホ
リニル基、ジメチルアミノ基またはジエチルアミノ基を意味する。）のいずれかで表され
る基である、［１］に記載の治療剤。
［４］．Ｒ１がメチル基または２－メトキシエチル基である、［１］に記載の治療剤。
［５］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原
子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－６

アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置換
基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または置換基を有していてもよい３～
１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；
Ｖａ１２は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有して
いてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置
換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１

０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有して
いてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－

６アルコキシ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する
。）で表される基である、［１］に記載の治療剤。
［６］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＨＶａ１６（式中、Ｖａ１６は、水素原子、Ｃ

１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ１－６アルコキシ基またはＣ３－８シ
クロアルコキシ基を意味する。ただし、Ｖａ１６は、ハロゲン原子、シアノ基、水酸基お
よびＣ１－６アルコキシ基からなる群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有していて
もよい。）で表される基である、［１］に記載の治療剤。
［７］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１７（式中、Ｖａ１７は、水素原子、Ｃ１－６アルキル
基またはＣ１－６アルコキシ基を意味する。）で表される基である、［１］に記載の治療
剤。
［８］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１８（式中、Ｖａ１８は、水素原子、メチル基またはメ
トキシ基を意味する。）で表される基である、［１］に記載の治療剤。
［９］．Ｙ１が式

（式中、Ｒ７１は、水素原子またはハロゲン原子を意味する。）で表される基である、［
１］に記載の治療剤。
［１０］．Ｒ３およびＲ４が水素原子である、［１］に記載の治療剤。
［１１］．Ｒ５が水素原子、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基またはＣ６

－１０アリール基（ただし、Ｒ５は、ハロゲン原子およびメタンスルホニル基からなる群
から選ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［１］に記載の治療
剤。
［１２］．Ｒ５がメチル基、エチル基またはシクロプロピル基である、［１］に記載の治
療剤。
［１３］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、
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　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフェニル）ウレア、
　Ｎ－（２－クロロ－４－（（６－シアノ－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メト
キシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－３－（ジエチルアミノ）－２－ヒドロ
キシプロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジ
ノ）プロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－シクロプロピル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－メトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－フルオロエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－エチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－
７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－ヒドロキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（（２Ｓ）－２，３－ジヒドロキシプロピル）オキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－エトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－（２－
メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ－（２－フルオロ－４－（（６－カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）オキ
シ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ６－（２－ヒドロキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミ
ノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（１－プロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－
メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（ｃｉｓ－２－フルオロ－シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
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　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－（４－モルホリノ）エトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（２－フルオロエチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）
－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（（２Ｒ）テトラヒドロ－２－フラニルメチル）－４－（３－クロロ－４－（（
（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メト
キシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキ
シ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－６－キ
ノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ′－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（３－（４－モルホリノ）プロポキシ）－４－キノリル
）オキシフェニル）－Ｎ′－（３－（メチルスルホニル）フェニル）ウレア、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（（２－フルオロエチルアミノ）カルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－エトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（３－エチルウレイド）－３－フルオロ－フェノキシ）－７－メトキシキノ
リン－６－カルボキシリック　アシッド　（２－シアノエチル）アミド
および
　Ｎ－（４－（６－（２－シアノエチル）カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）
オキシ－２－フルオロフェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
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塩、またはそれらの溶媒和物である、［１］に記載の治療剤。
［１４］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド
および
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１］に記載の治療剤。
［１５］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）ア
ミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物である、［１］に記載の治療剤。
［１６］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）ア
ミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩で
ある、［１］に記載の治療剤。
［１７］．胃癌治療物質が、イリノテカン、パクリタキセル、Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅ、Ｎ
ｉｍｕｓｔｉｎｅ、５－フルオロウラシル、Ｔｅｇａｆｕｒ、ＵＦＴ、Ｄｏｘｉｆｌｕｒ
ｉｄｉｎｅ、Ｃａｒｍｏｆｕｒ、Ｓ－１、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ、Ｍｉｔｏｍｙｃｉｎ
　Ｃ、Ａｃｌａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ、Ｄｏ
ｃｅｔａｘｅｌおよびＣｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍからなる群から選択される少なくとも一
つである、［１］～［１６］に記載の治療剤。
［１８］．胃癌治療物質が、イリノテカン、５－フルオロウラシルまたはパクリタキセル
である、［１］～［１６］に記載の治療剤。
［１９］．ＦＧＦＲ２阻害物質が、
Ｎ－（３－トリフルオロメチル－４－クロロフェニル）－Ｎ’－（４－（２－メチルカル
バモイルピリジン－４－イル）オキシフェニル）ウレア、
６－［２－（メチルカルバモイル）フェニルスルファニル］－３－Ｅ－［２－（ピリジン
－２－イル）エテニル］インダゾール、
５－（５－フルオロ－２－オキソ－１，２－ジヒドロインドール－３－イリデンメチル）
－２，４－ジメチル－１Ｈ－ピロール－３－カルボキシリック　アシッド　（２－ジエチ
ルアミノエチル）アミド
および
Ｎ－｛２－クロロ－４－［（６，７－ジメトキシ－４－キノリル）オキシ］フェニル｝－
Ｎ’－（５－メチル－３－イソキサゾリル）ウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１］～［１６］に記載の治療剤。
［２０］．未分化型胃癌が、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２
を発現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む未分化型胃癌である
、［１］に記載の治療剤。
［２１］．変異型ＦＧＦＲ２が、配列番号：２で表されるアミノ酸配列のうち第２２番目
から第８２２番目のアミノ酸配列において、少なくとも８１３番目以降のアミノ酸配列が
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欠失された変異部位を含むものである、［２０］に記載の治療剤。
［２２］．未分化型胃癌が、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌からな
る群から選択される少なくとも一つの胃癌である、［１］に記載の治療剤。
［２３］．ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細
胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、下記一
般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶
媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを組み合わせてなる医薬組成物。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
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よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［２４］．Ｒ１がＣ１－６アルキル基（ただし、Ｒ１はＣ１－６アルキル基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、Ｃ１－６アルコキシ基、アミノ基、モ
ノ－Ｃ１－６アルキルアミノ基およびジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基からなる群から選ば
れる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［２３］に記載の医薬組成物
。
［２５］．Ｒ１がメチル基または式

（式中、Ｒａ３はメチル基を意味する；Ｒａ１は水素原子または水酸基を意味する；Ｒａ

２は、メトキシ基、エトキシ基、１－ピロリジニル基、１－ピペリジニル基、４－モルホ
リニル基、ジメチルアミノ基またはジエチルアミノ基を意味する。）のいずれかで表され
る基である、［２３］に記載の医薬組成物。
［２６］．Ｒ１がメチル基または２－メトキシエチル基である、［２３］に記載の医薬組
成物。
［２７］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素
原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－

６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していて
もよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置
換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または置換基を有していてもよい３
～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を
有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアル
キル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５
～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基
、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基または置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表される基である、［２３］に記載の
医薬組成物。
［２８］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＨＶａ１６（式中、Ｖａ１６は、水素原子、
Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ１－６アルコキシ基またはＣ３－８

シクロアルコキシ基を意味する。ただし、Ｖａ１６は、ハロゲン原子、シアノ基、水酸基
およびＣ１－６アルコキシ基からなる群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有してい
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てもよい。）で表される基である、［２３］に記載の医薬組成物。
［２９］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１７（式中、Ｖａ１７は、水素原子、Ｃ１－６アルキ
ル基またはＣ１－６アルコキシ基を意味する。）で表される基である、［２３］に記載の
医薬組成物。
［３０］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１８（式中、Ｖａ１８は、水素原子、メチル基または
メトキシ基を意味する。）で表される基である、［２３］に記載の医薬組成物。
［３１］．Ｙ１が式

（式中、Ｒ７１は、水素原子またはハロゲン原子を意味する。）で表される基である、［
２３］に記載の医薬組成物。
［３２］．Ｒ３およびＲ４が水素原子である、［２３］に記載の医薬組成物。
［３３］．Ｒ５が水素原子、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基またはＣ６

－１０アリール基（ただし、Ｒ５は、ハロゲン原子およびメタンスルホニル基からなる群
から選ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［２３］に記載の医
薬組成物。
［３４］．Ｒ５がメチル基、エチル基またはシクロプロピル基である、［２３］に記載の
医薬組成物。
［３５］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフェニル）ウレア、
　Ｎ－（２－クロロ－４－（（６－シアノ－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メト
キシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－３－（ジエチルアミノ）－２－ヒドロ
キシプロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジ
ノ）プロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－シクロプロピル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－メトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－フルオロエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－エチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
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　４－（３－フルオロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－
７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－ヒドロキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（（２Ｓ）－２，３－ジヒドロキシプロピル）オキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－エトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－（２－
メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ－（２－フルオロ－４－（（６－カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）オキ
シ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ６－（２－ヒドロキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミ
ノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（１－プロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－
メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（ｃｉｓ－２－フルオロ－シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－（４－モルホリノ）エトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（２－フルオロエチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）
－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（（２Ｒ）テトラヒドロ－２－フラニルメチル）－４－（３－クロロ－４－（（
（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メト
キシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキ
シ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－６－キ
ノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
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ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ′－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（３－（４－モルホリノ）プロポキシ）－４－キノリル
）オキシフェニル）－Ｎ′－（３－（メチルスルホニル）フェニル）ウレア、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（（２－フルオロエチルアミノ）カルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－エトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（３－エチルウレイド）－３－フルオロ－フェノキシ）－７－メトキシキノ
リン－６－カルボキシリック　アシッド　（２－シアノエチル）アミド
および
　Ｎ－（４－（６－（２－シアノエチル）カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）
オキシ－２－フルオロフェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［２３］に記載の医薬組成物。
［３６］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド
および
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［２３］に記載の医薬組成物。
［３７］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）ア
ミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物である、［２３］に記載の医薬組成物。
［３８］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）ア
ミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩で
ある、［２３］に記載の医薬組成物。
［３９］．胃癌治療物質が、イリノテカン、パクリタキセル、Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅ、Ｎ
ｉｍｕｓｔｉｎｅ、５－フルオロウラシル、Ｔｅｇａｆｕｒ、ＵＦＴ、Ｄｏｘｉｆｌｕｒ
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ｉｄｉｎｅ、Ｃａｒｍｏｆｕｒ、Ｓ－１、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ、Ｍｉｔｏｍｙｃｉｎ
　Ｃ、Ａｃｌａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ、Ｄｏ
ｃｅｔａｘｅｌおよびＣｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍからなる群から選択される少なくとも一
つである、［２３］～［３８］に記載の医薬組成物。
［４０］．胃癌治療物質が、イリノテカン、５－フルオロウラシルまたはパクリタキセル
である、［２３］～［３８］に記載の医薬組成物。
［４１］．ＦＧＦＲ２阻害物質が、
Ｎ－（３－トリフルオロメチル－４－クロロフェニル）－Ｎ’－（４－（２－メチルカル
バモイルピリジン－４－イル）オキシフェニル）ウレア、
６－［２－（メチルカルバモイル）フェニルスルファニル］－３－Ｅ－［２－（ピリジン
－２－イル）エテニル］インダゾール、
５－（５－フルオロ－２－オキソ－１，２－ジヒドロインドール－３－イリデンメチル）
－２，４－ジメチル－１Ｈ－ピロール－３－カルボキシリック　アシッド　（２－ジエチ
ルアミノエチル）アミド
および
Ｎ－｛２－クロロ－４－［（６，７－ジメトキシ－４－キノリル）オキシ］フェニル｝－
Ｎ’－（５－メチル－３－イソキサゾリル）ウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［２３］～［３８］に記載の医薬組成物。
［４２］．変異型ＦＧＦＲ２が、配列番号：２で表されるアミノ酸配列のうち第２２番目
から第８２２番目のアミノ酸配列において、少なくとも８１３番目以降のアミノ酸配列が
欠失された変異部位を含むものである、［２３］に記載の医薬組成物。
［４３］．生体が、未分化型胃癌の患者である、［２３］に記載の医薬組成物。
［４４］．未分化型胃癌が、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌からな
る群から選択される少なくとも一つの胃癌である、［４３］に記載の医薬組成物。
［４５］．下記一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、
またはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを生体に有効量投
与することを特徴とする、未分化型胃癌の治療方法。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
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置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員へテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［４６］．Ｒ１がＣ１－６アルキル基（ただし、Ｒ１はＣ１－６アルキル基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、Ｃ１－６アルコキシ基、アミノ基、モ
ノ－Ｃ１－６アルキルアミノ基およびジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基からなる群から選ば
れる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［４５］に記載の治療方法。
［４７］．Ｒ１がメチル基または式

（式中、Ｒａ３はメチル基を意味する；Ｒａ１は水素原子または水酸基を意味する；Ｒａ

２は、メトキシ基、エトキシ基、１－ピロリジニル基、１－ピペリジニル基、４－モルホ
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リニル基、ジメチルアミノ基またはジエチルアミノ基を意味する。）のいずれかで表され
る基である、［４５］に記載の治療方法。
［４８］．Ｒ１がメチル基または２－メトキシエチル基である、［４５］に記載の治療方
法。
［４９］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素
原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－

６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していて
もよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置
換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または置換基を有していてもよい３
～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を
有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアル
キル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５
～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基
、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基または置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表される基である、［４５］に記載の
治療方法。
［５０］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＨＶａ１６（式中、Ｖａ１６は、水素原子、
Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ１－６アルコキシ基またはＣ３－８

シクロアルコキシ基を意味する。ただし、Ｖａ１６は、ハロゲン原子、シアノ基、水酸基
およびＣ１－６アルコキシ基からなる群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有してい
てもよい。）で表される基である、［４５］に記載の治療方法。
［５１］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１７（式中、Ｖａ１７は、水素原子、Ｃ１－６アルキ
ル基またはＣ１－６アルコキシ基を意味する。）で表される基である、［４５］に記載の
治療方法。
［５２］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１８（式中、Ｖａ１８は、水素原子、メチル基または
メトキシ基を意味する。）で表される基である、［４５］に記載の治療方法。
［５３］．Ｙ１が式

（式中、Ｒ７１は、水素原子またはハロゲン原子を意味する。）で表される基である、［
４５］に記載の治療方法。
［５４］．Ｒ３およびＲ４が水素原子である、［４５］に記載の治療方法。
［５５］．Ｒ５が水素原子、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基またはＣ６

－１０アリール基（ただし、Ｒ５は、ハロゲン原子およびメタンスルホニル基からなる群
から選ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［４５］に記載の治
療方法。
［５６］．Ｒ５がメチル基、エチル基またはシクロプロピル基である、［４５］に記載の
治療方法。
［５７］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフェニル）ウレア、
　Ｎ－（２－クロロ－４－（（６－シアノ－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メト
キシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－３－（ジエチルアミノ）－２－ヒドロ
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キシプロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジ
ノ）プロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－シクロプロピル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－メトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－フルオロエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－エチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－
７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－ヒドロキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（（２Ｓ）－２，３－ジヒドロキシプロピル）オキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－エトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－（２－
メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ－（２－フルオロ－４－（（６－カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）オキ
シ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ６－（２－ヒドロキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミ
ノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（１－プロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－
メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（ｃｉｓ－２－フルオロ－シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
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－（２－（４－モルホリノ）エトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（２－フルオロエチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）
－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（（２Ｒ）テトラヒドロ－２－フラニルメチル）－４－（３－クロロ－４－（（
（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メト
キシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキ
シ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－６－キ
ノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ′－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（３－（４－モルホリノ）プロポキシ）－４－キノリル
）オキシフェニル）－Ｎ′－（３－（メチルスルホニル）フェニル）ウレア、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（（２－フルオロエチルアミノ）カルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－エトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（３－エチルウレイド）－３－フルオロ－フェノキシ）－７－メトキシキノ
リン－６－カルボキシリック　アシッド　（２－シアノエチル）アミド
および
　Ｎ－（４－（６－（２－シアノエチル）カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）
オキシ－２－フルオロフェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［４５］に記載の治療方法。
［５８］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
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　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド
および
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［４５］に記載の治療方法。
［５９］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）ア
ミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物である、［４５］に記載の治療方法。
［６０］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）ア
ミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩で
ある、［４５］に記載の治療方法。
［６１］．胃癌治療物質が、イリノテカン、パクリタキセル、Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅ、Ｎ
ｉｍｕｓｔｉｎｅ、５－フルオロウラシル、Ｔｅｇａｆｕｒ、ＵＦＴ、Ｄｏｘｉｆｌｕｒ
ｉｄｉｎｅ、Ｃａｒｍｏｆｕｒ、Ｓ－１、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ、Ｍｉｔｏｍｙｃｉｎ
　Ｃ、Ａｃｌａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ、Ｄｏ
ｃｅｔａｘｅｌおよびＣｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍからなる群から選択される少なくとも一
つである、［４５］～［６０］に記載の治療方法。
［６２］．胃癌治療物質が、イリノテカン、５－フルオロウラシルまたはパクリタキセル
である、［４５］～［６０］に記載の治療方法。
［６３］．ＦＧＦＲ２阻害物質が、
Ｎ－（３－トリフルオロメチル－４－クロロフェニル）－Ｎ’－（４－（２－メチルカル
バモイルピリジン－４－イル）オキシフェニル）ウレア、
６－［２－（メチルカルバモイル）フェニルスルファニル］－３－Ｅ－［２－（ピリジン
－２－イル）エテニル］インダゾール、
５－（５－フルオロ－２－オキソ－１，２－ジヒドロインドール－３－イリデンメチル）
－２，４－ジメチル－１Ｈ－ピロール－３－カルボキシリック　アシッド　（２－ジエチ
ルアミノエチル）アミド
および
Ｎ－｛２－クロロ－４－［（６，７－ジメトキシ－４－キノリル）オキシ］フェニル｝－
Ｎ’－（５－メチル－３－イソキサゾリル）ウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［４５］～［６０］に記載の治療方法。
［６４］変異型ＦＧＦＲ２が、配列番号：２で表されるアミノ酸配列のうち第２２番目か
ら第８２２番目のアミノ酸配列において、少なくとも８１３番目以降のアミノ酸配列が欠
失された変異部位を含むものである、［４５］に記載の治療方法。
［６５］．生体が、未分化型胃癌の患者である、［４５］に記載の治療方法。
［６６］．未分化型胃癌が、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌からな
る群から選択される少なくとも一つの胃癌である、［６５］に記載の治療方法。
［６７］．ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細
胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して、下記一般式（Ｉ）で表
される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物と、胃癌
治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを有効量投与することを特徴とする、疾患の治療方
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法。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
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Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［６８］．Ｒ１がＣ１－６アルキル基（ただし、Ｒ１はＣ１－６アルキル基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、Ｃ１－６アルコキシ基、アミノ基、モ
ノ－Ｃ１－６アルキルアミノ基およびジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基からなる群から選ば
れる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［６７］に記載の治療方法。
［６９］．Ｒ１がメチル基または式

（式中、Ｒａ３はメチル基を意味する；Ｒａ１は水素原子または水酸基を意味する；Ｒａ

２は、メトキシ基、エトキシ基、１－ピロリジニル基、１－ピペリジニル基、４－モルホ
リニル基、ジメチルアミノ基またはジエチルアミノ基を意味する。）のいずれかで表され
る基である、［６７］に記載の治療方法。
［７０］．Ｒ１がメチル基または２－メトキシエチル基である、［６７］に記載の治療方
法。
［７１］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素
原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－

６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していて
もよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置
換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または置換基を有していてもよい３
～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を
有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアル
キル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５
～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基
、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基または置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表される基である、［６７］に記載の
治療方法。
［７２］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＨＶａ１６（式中、Ｖａ１６は、水素原子、
Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ１－６アルコキシ基またはＣ３－８

シクロアルコキシ基を意味する。ただし、Ｖａ１６は、ハロゲン原子、シアノ基、水酸基
およびＣ１－６アルコキシ基からなる群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有してい
てもよい。）で表される基である、［６７］に記載の治療方法。
［７３］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１７（式中、Ｖａ１７は、水素原子、Ｃ１－６アルキ
ル基またはＣ１－６アルコキシ基を意味する。）で表される基である、［６７］に記載の
治療方法。
［７４］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１８（式中、Ｖａ１８は、水素原子、メチル基または
メトキシ基を意味する。）で表される基である、［６７］に記載の治療方法。



(26) JP 5319306 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

［７５］．Ｙ１が式

（式中、Ｒ７１は、水素原子またはハロゲン原子を意味する。）で表される基である、［
６７］に記載の治療方法。
［７６］．Ｒ３およびＲ４が水素原子である、［６７］に記載の治療方法。
［７７］．Ｒ５が水素原子、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基またはＣ６

－１０アリール基（ただし、Ｒ５は、ハロゲン原子およびメタンスルホニル基からなる群
から選ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［６７］に記載の治
療方法。
［７８］．Ｒ５がメチル基、エチル基またはシクロプロピル基である、［６７］に記載の
治療方法。
［７９］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフェニル）ウレア、
　Ｎ－（２－クロロ－４－（（６－シアノ－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メト
キシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－３－（ジエチルアミノ）－２－ヒドロ
キシプロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジ
ノ）プロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－シクロプロピル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－メトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－フルオロエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－エチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－
７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－ヒドロキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（（２Ｓ）－２，３－ジヒドロキシプロピル）オキシ－６－キノリンカルボキサミド、
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　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－エトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－（２－
メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ－（２－フルオロ－４－（（６－カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）オキ
シ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ６－（２－ヒドロキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミ
ノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（１－プロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－
メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（ｃｉｓ－２－フルオロ－シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－（４－モルホリノ）エトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（２－フルオロエチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）
－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（（２Ｒ）テトラヒドロ－２－フラニルメチル）－４－（３－クロロ－４－（（
（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メト
キシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキ
シ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－６－キ
ノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
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ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ′－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（３－（４－モルホリノ）プロポキシ）－４－キノリル
）オキシフェニル）－Ｎ′－（３－（メチルスルホニル）フェニル）ウレア、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（（２－フルオロエチルアミノ）カルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－エトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（３－エチルウレイド）－３－フルオロ－フェノキシ）－７－メトキシキノ
リン－６－カルボキシリック　アシッド　（２－シアノエチル）アミド
および
　Ｎ－（４－（６－（２－シアノエチル）カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）
オキシ－２－フルオロフェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［６７］に記載の治療方法。
［８０］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド
および
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［６７］に記載の治療方法。
［８１］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）ア
ミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物である、［６７］に記載の治療方法。
［８２］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、また
はそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）ア
ミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩で
ある、［６７］に記載の治療方法。
［８３］．胃癌治療物質が、イリノテカン、パクリタキセル、Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅ、Ｎ
ｉｍｕｓｔｉｎｅ、５－フルオロウラシル、Ｔｅｇａｆｕｒ、ＵＦＴ、Ｄｏｘｉｆｌｕｒ
ｉｄｉｎｅ、Ｃａｒｍｏｆｕｒ、Ｓ－１、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ、Ｍｉｔｏｍｙｃｉｎ
　Ｃ、Ａｃｌａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ、Ｄｏ
ｃｅｔａｘｅｌおよびＣｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍからなる群から選択される少なくとも一
つである、［６７］～［８２］のいずれか一項に記載の治療方法。
［８４］．胃癌治療物質が、イリノテカン、５－フルオロウラシルまたはパクリタキセル
である、［６７］～［８２］のいずれか一項に記載の治療方法。
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［８５］．ＦＧＦＲ２阻害物質が、
Ｎ－（３－トリフルオロメチル－４－クロロフェニル）－Ｎ’－（４－（２－メチルカル
バモイルピリジン－４－イル）オキシフェニル）ウレア、
６－［２－（メチルカルバモイル）フェニルスルファニル］－３－Ｅ－［２－（ピリジン
－２－イル）エテニル］インダゾール、
５－（５－フルオロ－２－オキソ－１，２－ジヒドロインドール－３－イリデンメチル）
－２，４－ジメチル－１Ｈ－ピロール－３－カルボキシリック　アシッド　（２－ジエチ
ルアミノエチル）アミド
および
Ｎ－｛２－クロロ－４－［（６，７－ジメトキシ－４－キノリル）オキシ］フェニル｝－
Ｎ’－（５－メチル－３－イソキサゾリル）ウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［６７］～［８２］のいずれか一項に記載の治療方
法。
［８６］変異型ＦＧＦＲ２が、配列番号：２で表されるアミノ酸配列のうち第２２番目か
ら第８２２番目のアミノ酸配列において、少なくとも８１３番目以降のアミノ酸配列が欠
失された変異部位を含むものである、［６７］に記載の治療方法。
［８７］．生体が、未分化型胃癌の患者である、［６７］に記載の治療方法。
［８８］．未分化型胃癌が、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌からな
る群から選択される少なくとも一つの胃癌である、［８７］に記載の治療方法。
［８９］．胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる未分化型胃癌に対
する治療剤の製造のための下記一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に
許容される塩、またはそれらの溶媒和物の使用。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
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、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［９０］．Ｒ１がＣ１－６アルキル基（ただし、Ｒ１はＣ１－６アルキル基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、Ｃ１－６アルコキシ基、アミノ基、モ
ノ－Ｃ１－６アルキルアミノ基およびジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基からなる群から選ば
れる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［８９］に記載の使用。
［９１］．Ｒ１がメチル基または式

（式中、Ｒａ３はメチル基を意味する；Ｒａ１は水素原子または水酸基を意味する；Ｒａ

２は、メトキシ基、エトキシ基、１－ピロリジニル基、１－ピペリジニル基、４－モルホ
リニル基、ジメチルアミノ基またはジエチルアミノ基を意味する。）のいずれかで表され
る基である、［８９］に記載の使用。
［９２］．Ｒ１がメチル基または２－メトキシエチル基である、［８９］に記載の使用。
［９３］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素
原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－

６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していて
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もよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置
換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または置換基を有していてもよい３
～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を
有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアル
キル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５
～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基
、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基または置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表される基である、［８９］に記載の
使用。
［９４］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＨＶａ１６（式中、Ｖａ１６は、水素原子、
Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ１－６アルコキシ基またはＣ３－８

シクロアルコキシ基を意味する。ただし、Ｖａ１６は、ハロゲン原子、シアノ基、水酸基
およびＣ１－６アルコキシ基からなる群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有してい
てもよい。）で表される基である、［８９］に記載の使用。
［９５］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１７（式中、Ｖａ１７は、水素原子、Ｃ１－６アルキ
ル基またはＣ１－６アルコキシ基を意味する。）で表される基である、［８９］に記載の
使用。
［９６］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１８（式中、Ｖａ１８は、水素原子、メチル基または
メトキシ基を意味する。）で表される基である、［８９］に記載の使用。
［９７］．Ｙ１が式

（式中、Ｒ７１は、水素原子またはハロゲン原子を意味する。）で表される基である、［
８９］に記載の使用。
［９８］．Ｒ３およびＲ４が水素原子である、［８９］に記載の使用。
［９９］．Ｒ５が水素原子、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基またはＣ６

－１０アリール基（ただし、Ｒ５は、ハロゲン原子およびメタンスルホニル基からなる群
から選ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［８９］に記載の使
用。
［１００］．Ｒ５がメチル基、エチル基またはシクロプロピル基である、［８９］に記載
の使用。
［１０１］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフェニル）ウレア、
　Ｎ－（２－クロロ－４－（（６－シアノ－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メト
キシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－３－（ジエチルアミノ）－２－ヒドロ
キシプロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジ
ノ）プロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
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　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－シクロプロピル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－メトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－フルオロエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－エチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－
７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－ヒドロキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（（２Ｓ）－２，３－ジヒドロキシプロピル）オキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－エトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－（２－
メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ－（２－フルオロ－４－（（６－カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）オキ
シ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ６－（２－ヒドロキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミ
ノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（１－プロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－
メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（ｃｉｓ－２－フルオロ－シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－（４－モルホリノ）エトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（２－フルオロエチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）
－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（（２Ｒ）テトラヒドロ－２－フラニルメチル）－４－（３－クロロ－４－（（
（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メト
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キシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキ
シ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－６－キ
ノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ′－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（３－（４－モルホリノ）プロポキシ）－４－キノリル
）オキシフェニル）－Ｎ′－（３－（メチルスルホニル）フェニル）ウレア、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（（２－フルオロエチルアミノ）カルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－エトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（３－エチルウレイド）－３－フルオロ－フェノキシ）－７－メトキシキノ
リン－６－カルボキシリック　アシッド　（２－シアノエチル）アミド
および
　Ｎ－（４－（６－（２－シアノエチル）カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）
オキシ－２－フルオロフェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［８９］に記載の使用。
［１０２］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド
および
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　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［８９］に記載の使用。
［１０３］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学
的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物である、［８９］に記載の使用。
［１０４］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩
である、［８９］に記載の使用。
［１０５］．胃癌治療物質が、イリノテカン、パクリタキセル、Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅ、
Ｎｉｍｕｓｔｉｎｅ、５－フルオロウラシル、Ｔｅｇａｆｕｒ、ＵＦＴ、Ｄｏｘｉｆｌｕ
ｒｉｄｉｎｅ、Ｃａｒｍｏｆｕｒ、Ｓ－１、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ、Ｍｉｔｏｍｙｃｉ
ｎ　Ｃ、Ａｃｌａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ、Ｄ
ｏｃｅｔａｘｅｌおよびＣｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍからなる群から選択される少なくとも
一つである、［８９］～［１０４］のいずれか一項に記載の使用。
［１０６］．胃癌治療物質が、イリノテカン、５－フルオロウラシルまたはパクリタキセ
ルである、［８９］～［１０４］のいずれか一項に記載の使用。
［１０７］．ＦＧＦＲ２阻害物質が、
Ｎ－（３－トリフルオロメチル－４－クロロフェニル）－Ｎ’－（４－（２－メチルカル
バモイルピリジン－４－イル）オキシフェニル）ウレア、
６－［２－（メチルカルバモイル）フェニルスルファニル］－３－Ｅ－［２－（ピリジン
－２－イル）エテニル］インダゾール、
５－（５－フルオロ－２－オキソ－１，２－ジヒドロインドール－３－イリデンメチル）
－２，４－ジメチル－１Ｈ－ピロール－３－カルボキシリック　アシッド　（２－ジエチ
ルアミノエチル）アミド
および
Ｎ－｛２－クロロ－４－［（６，７－ジメトキシ－４－キノリル）オキシ］フェニル｝－
Ｎ’－（５－メチル－３－イソキサゾリル）ウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［８９］～［１０４］のいずれか一項に記載の使用
。
［１０８］．未分化型胃癌が、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ
２を発現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む未分化型胃癌であ
る、［８９］に記載の使用。
［１０９］．変異型ＦＧＦＲ２が、配列番号：２で表されるアミノ酸配列のうち第２２番
目から第８２２番目のアミノ酸配列において、少なくとも８１３番目以降のアミノ酸配列
が欠失された変異部位を含むものである、［１０８］に記載の使用。
［１１０］．未分化型胃癌が、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌から
なる群から選択される少なくとも一つの胃癌である、［８９］に記載の使用。
［１１１］．ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している
細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、胃癌
治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる医薬組成物の製造のための下記一
般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶
媒和物の使用。
　一般式（Ｉ）
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［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
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Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［１１２］．Ｒ１がＣ１－６アルキル基（ただし、Ｒ１はＣ１－６アルキル基を有してい
てもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、Ｃ１－６アルコキシ基、アミノ基、
モノ－Ｃ１－６アルキルアミノ基およびジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基からなる群から選
ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［１１１］に記載の使用。
［１１３］．Ｒ１がメチル基または式

（式中、Ｒａ３はメチル基を意味する；Ｒａ１は水素原子または水酸基を意味する；Ｒａ

２は、メトキシ基、エトキシ基、１－ピロリジニル基、１－ピペリジニル基、４－モルホ
リニル基、ジメチルアミノ基またはジエチルアミノ基を意味する。）のいずれかで表され
る基である、［１１１］に記載の使用。
［１１４］．Ｒ１がメチル基または２－メトキシエチル基である、［１１１］に記載の使
用。
［１１５］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖａ１２（式中、Ｖａ１１は、水
素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２

－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有してい
てもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、
置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は、水素原子、置換基を有してい
てもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基
を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロア
ルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい
５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式
基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基または置換基を有していて
もよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表される基である、［１１１］に記
載の使用。
［１１６］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＨＶａ１６（式中、Ｖａ１６は、水素原子
、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ１－６アルコキシ基またはＣ３－

８シクロアルコキシ基を意味する。ただし、Ｖａ１６は、ハロゲン原子、シアノ基、水酸
基およびＣ１－６アルコキシ基からなる群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有して
いてもよい。）で表される基である、［１１１］に記載の使用。
［１１７］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１７（式中、Ｖａ１７は、水素原子、Ｃ１－６アル
キル基またはＣ１－６アルコキシ基を意味する。）で表される基である、［１１１］に記
載の使用。
［１１８］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１８（式中、Ｖａ１８は、水素原子、メチル基また
はメトキシ基を意味する。）で表される基である、［１１１］に記載の使用。
［１１９］．Ｙ１が式
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（式中、Ｒ７１は、水素原子またはハロゲン原子を意味する。）で表される基である、［
１１１］に記載の使用。
［１２０］．Ｒ３およびＲ４が水素原子である、［１１１］に記載の使用。
［１２１］．Ｒ５が水素原子、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基またはＣ

６－１０アリール基（ただし、Ｒ５は、ハロゲン原子およびメタンスルホニル基からなる
群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［１１１］に記載
の使用。
［１２２］．Ｒ５がメチル基、エチル基またはシクロプロピル基である、［１１１］に記
載の使用。
［１２３］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフェニル）ウレア、
　Ｎ－（２－クロロ－４－（（６－シアノ－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メト
キシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－３－（ジエチルアミノ）－２－ヒドロ
キシプロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジ
ノ）プロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－シクロプロピル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－メトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－フルオロエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－エチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－
７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－ヒドロキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（（２Ｓ）－２，３－ジヒドロキシプロピル）オキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
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シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－エトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－（２－
メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ－（２－フルオロ－４－（（６－カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）オキ
シ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ６－（２－ヒドロキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミ
ノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（１－プロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－
メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（ｃｉｓ－２－フルオロ－シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－（４－モルホリノ）エトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（２－フルオロエチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）
－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（（２Ｒ）テトラヒドロ－２－フラニルメチル）－４－（３－クロロ－４－（（
（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メト
キシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキ
シ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－６－キ
ノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
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サミド、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ′－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（３－（４－モルホリノ）プロポキシ）－４－キノリル
）オキシフェニル）－Ｎ′－（３－（メチルスルホニル）フェニル）ウレア、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（（２－フルオロエチルアミノ）カルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－エトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（３－エチルウレイド）－３－フルオロ－フェノキシ）－７－メトキシキノ
リン－６－カルボキシリック　アシッド　（２－シアノエチル）アミド
および
　Ｎ－（４－（６－（２－シアノエチル）カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）
オキシ－２－フルオロフェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１１１］に記載の使用。
［１２４］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド
および
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１１１］に記載の使用。
［１２５］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学
的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物である、［１１１］に記載の使用。
［１２６］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩
である、［１１１］に記載の使用。
［１２７］．胃癌治療物質が、イリノテカン、パクリタキセル、Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅ、
Ｎｉｍｕｓｔｉｎｅ、５－フルオロウラシル、Ｔｅｇａｆｕｒ、ＵＦＴ、Ｄｏｘｉｆｌｕ
ｒｉｄｉｎｅ、Ｃａｒｍｏｆｕｒ、Ｓ－１、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ、Ｍｉｔｏｍｙｃｉ
ｎ　Ｃ、Ａｃｌａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ、Ｄ
ｏｃｅｔａｘｅｌおよびＣｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍからなる群から選択される少なくとも
一つである、［１１１］～［１１６］のいずれか一項に記載の使用。
［１２８］．胃癌治療物質が、イリノテカン、５－フルオロウラシルまたはパクリタキセ
ルである、［１１１］～［１１６］のいずれか一項に記載の使用。
［１２９］．ＦＧＦＲ２阻害物質が、
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Ｎ－（３－トリフルオロメチル－４－クロロフェニル）－Ｎ’－（４－（２－メチルカル
バモイルピリジン－４－イル）オキシフェニル）ウレア、
６－［２－（メチルカルバモイル）フェニルスルファニル］－３－Ｅ－［２－（ピリジン
－２－イル）エテニル］インダゾール、
５－（５－フルオロ－２－オキソ－１，２－ジヒドロインドール－３－イリデンメチル）
－２，４－ジメチル－１Ｈ－ピロール－３－カルボキシリック　アシッド　（２－ジエチ
ルアミノエチル）アミド
および
Ｎ－｛２－クロロ－４－［（６，７－ジメトキシ－４－キノリル）オキシ］フェニル｝－
Ｎ’－（５－メチル－３－イソキサゾリル）ウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１１１］～［１１６］のいずれか一項に記載の使
用。
［１３０］．未分化型胃癌が、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ
２を発現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む未分化型胃癌であ
る、［１１１］に記載の使用。
［１３１］．変異型ＦＧＦＲ２が、配列番号：２で表されるアミノ酸配列のうち第２２番
目から第８２２番目のアミノ酸配列において、少なくとも８１３番目以降のアミノ酸配列
が欠失された変異部位を含むものである、［１３０］に記載の使用。
［１３２］．未分化型胃癌が、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌から
なる群から選択される少なくとも一つの胃癌である、［１１１］に記載の使用。
［１３３］．胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質と組み合わせてなる未分化型胃癌に
対する治療のための下記一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容さ
れる塩、またはそれらの溶媒和物。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
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たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員へテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［１３４］．Ｒ１がＣ１－６アルキル基（ただし、Ｒ１はＣ１－６アルキル基を有してい
てもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、Ｃ１－６アルコキシ基、アミノ基、
モノ－Ｃ１－６アルキルアミノ基およびジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基からなる群から選
ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［１３３］に記載の化合物
、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１３５］．Ｒ１がメチル基または式

（式中、Ｒａ３はメチル基を意味する；Ｒａ１は水素原子または水酸基を意味する；Ｒａ

２は、メトキシ基、エトキシ基、１－ピロリジニル基、１－ピペリジニル基、４－モルホ
リニル基、ジメチルアミノ基またはジエチルアミノ基を意味する。）のいずれかで表され
る基である、［１３３］に記載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、または
それらの溶媒和物。
［１３６］．Ｒ１がメチル基または２－メトキシエチル基である、［１３３］に記載の化
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合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１３７］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖａ１２（式中、Ｖａ１１は、水
素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２

－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有してい
てもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、
置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は、水素原子、置換基を有してい
てもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基
を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロア
ルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい
５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式
基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基または置換基を有していて
もよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表される基である、［１３３］に記
載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１３８］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＨＶａ１６（式中、Ｖａ１６は、水素原子
、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ１－６アルコキシ基またはＣ３－

８シクロアルコキシ基を意味する。ただし、Ｖａ１６は、ハロゲン原子、シアノ基、水酸
基およびＣ１－６アルコキシ基からなる群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有して
いてもよい。）で表される基である、［１３３］に記載の化合物、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１３９］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１７（式中、Ｖａ１７は、水素原子、Ｃ１－６アル
キル基またはＣ１－６アルコキシ基を意味する。）で表される基である、［１３３］に記
載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１４０］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１８（式中、Ｖａ１８は、水素原子、メチル基また
はメトキシ基を意味する。）で表される基である、［１３３］に記載の化合物、もしくは
その薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１４１］．Ｙ１が式

（式中、Ｒ７１は、水素原子またはハロゲン原子を意味する。）で表される基である、［
１３３］に記載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和
物。
［１４２］．Ｒ３およびＲ４が水素原子である、［１３３］に記載の化合物、もしくはそ
の薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１４３］．Ｒ５が水素原子、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基またはＣ

６－１０アリール基（ただし、Ｒ５は、ハロゲン原子およびメタンスルホニル基からなる
群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［１３３］に記載
の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１４４］．Ｒ５がメチル基、エチル基またはシクロプロピル基である、［１３３］に記
載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１４５］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフェニル）ウレア、
　Ｎ－（２－クロロ－４－（（６－シアノ－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メト
キシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－３－（ジエチルアミノ）－２－ヒドロ
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キシプロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジ
ノ）プロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－シクロプロピル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－メトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－フルオロエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－エチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－
７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－ヒドロキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（（２Ｓ）－２，３－ジヒドロキシプロピル）オキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－エトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－（２－
メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ－（２－フルオロ－４－（（６－カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）オキ
シ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ６－（２－ヒドロキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミ
ノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（１－プロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－
メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（ｃｉｓ－２－フルオロ－シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
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－（２－（４－モルホリノ）エトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（２－フルオロエチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）
－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（（２Ｒ）テトラヒドロ－２－フラニルメチル）－４－（３－クロロ－４－（（
（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メト
キシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキ
シ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－６－キ
ノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ′－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（３－（４－モルホリノ）プロポキシ）－４－キノリル
）オキシフェニル）－Ｎ′－（３－（メチルスルホニル）フェニル）ウレア、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（（２－フルオロエチルアミノ）カルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－エトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（３－エチルウレイド）－３－フルオロ－フェノキシ）－７－メトキシキノ
リン－６－カルボキシリック　アシッド　（２－シアノエチル）アミド
および
　Ｎ－（４－（６－（２－シアノエチル）カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）
オキシ－２－フルオロフェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１３３］に記載の化合物、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１４６］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
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－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド
および
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１３３］に記載の化合物、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１４７］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学
的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物である、［１３３］に記載の化合物、もしく
はその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１４８］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩
である、［１３３］に記載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれ
らの溶媒和物。
［１４９］．胃癌治療物質が、イリノテカン、パクリタキセル、Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅ、
Ｎｉｍｕｓｔｉｎｅ、５－フルオロウラシル、Ｔｅｇａｆｕｒ、ＵＦＴ、Ｄｏｘｉｆｌｕ
ｒｉｄｉｎｅ、Ｃａｒｍｏｆｕｒ、Ｓ－１、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ、Ｍｉｔｏｍｙｃｉ
ｎ　Ｃ、Ａｃｌａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ、Ｄ
ｏｃｅｔａｘｅｌおよびＣｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍからなる群から選択される少なくとも
一つである、［１３３］～［１４８］のいずれか一項に記載の化合物、もしくはその薬理
学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１５０］．胃癌治療物質が、イリノテカン、５－フルオロウラシルまたはパクリタキセ
ルである、［１３３］～［１４８］のいずれか一項に記載の化合物、もしくはその薬理学
的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１５１］．ＦＧＦＲ２阻害物質が、
Ｎ－（３－トリフルオロメチル－４－クロロフェニル）－Ｎ’－（４－（２－メチルカル
バモイルピリジン－４－イル）オキシフェニル）ウレア、
６－［２－（メチルカルバモイル）フェニルスルファニル］－３－Ｅ－［２－（ピリジン
－２－イル）エテニル］インダゾール、
５－（５－フルオロ－２－オキソ－１，２－ジヒドロインドール－３－イリデンメチル）
－２，４－ジメチル－１Ｈ－ピロール－３－カルボキシリック　アシッド　（２－ジエチ
ルアミノエチル）アミド
および
Ｎ－｛２－クロロ－４－［（６，７－ジメトキシ－４－キノリル）オキシ］フェニル｝－
Ｎ’－（５－メチル－３－イソキサゾリル）ウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１３３］～［１４８］のいずれか一項に記載の化
合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１５２］．未分化型胃癌が、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ
２を発現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む未分化型胃癌であ
る、［１３３］に記載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの
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［１５３］．変異型ＦＧＦＲ２が、配列番号：２で表されるアミノ酸配列のうち第２２番
目から第８２２番目のアミノ酸配列において、少なくとも８１３番目以降のアミノ酸配列
が欠失された変異部位を含むものである、［１５２］に記載の化合物、もしくはその薬理
学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１５４］．未分化型胃癌が、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌から
なる群から選択される少なくとも一つの胃癌である、［１３３］に記載の化合物、もしく
はその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１５５］．ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している
細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して胃癌治療物質またはＦ
ＧＦＲ２阻害物質と組み合わせて投与するための下記一般式（Ｉ）で表される化合物、も
しくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式
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（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［１５６］．Ｒ１がＣ１－６アルキル基（ただし、Ｒ１はＣ１－６アルキル基を有してい
てもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、Ｃ１－６アルコキシ基、アミノ基、
モノ－Ｃ１－６アルキルアミノ基およびジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基からなる群から選
ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［１５５］に記載の化合物
、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１５７］．Ｒ１がメチル基または式

（式中、Ｒａ３はメチル基を意味する；Ｒａ１は水素原子または水酸基を意味する；Ｒａ

２は、メトキシ基、エトキシ基、１－ピロリジニル基、１－ピペリジニル基、４－モルホ
リニル基、ジメチルアミノ基またはジエチルアミノ基を意味する。）のいずれかで表され
る基である、［１５５］に記載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、または
それらの溶媒和物。
［１５８］．Ｒ１がメチル基または２－メトキシエチル基である、［１５５］に記載の化
合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１５９］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖａ１２（式中、Ｖａ１１は、水
素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２

－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有してい
てもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、
置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は、水素原子、置換基を有してい
てもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基
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を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロア
ルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい
５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式
基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基または置換基を有していて
もよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表される基である、［１５５］に記
載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１６０］．Ｒ２がシアノ基または式－ＣＯＮＨＶａ１６（式中、Ｖａ１６は、水素原子
、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ１－６アルコキシ基またはＣ３－

８シクロアルコキシ基を意味する。ただし、Ｖａ１６は、ハロゲン原子、シアノ基、水酸
基およびＣ１－６アルコキシ基からなる群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有して
いてもよい。）で表される基である、［１５５］に記載の化合物、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１６１］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１７（式中、Ｖａ１７は、水素原子、Ｃ１－６アル
キル基またはＣ１－６アルコキシ基を意味する。）で表される基である、［１５５］に記
載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１６２］．Ｒ２が式－ＣＯＮＨＶａ１８（式中、Ｖａ１８は、水素原子、メチル基また
はメトキシ基を意味する。）で表される基である、［１５５］に記載の化合物、もしくは
その薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１６３］．Ｙ１が式

（式中、Ｒ７１は、水素原子またはハロゲン原子を意味する。）で表される基である、［
１５５］に記載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和
物。
［１６４］．Ｒ３およびＲ４が水素原子である、［１５５］に記載の化合物、もしくはそ
の薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１６５］．Ｒ５が水素原子、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基またはＣ

６－１０アリール基（ただし、Ｒ５は、ハロゲン原子およびメタンスルホニル基からなる
群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）である、［１５５］に記載
の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１６６］．Ｒ５がメチル基、エチル基またはシクロプロピル基である、［１５５］に記
載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１６７］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフェニル）ウレア、
　Ｎ－（２－クロロ－４－（（６－シアノ－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メト
キシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－３－（ジエチルアミノ）－２－ヒドロ
キシプロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジ
ノ）プロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
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　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－シクロプロピル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－メトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－フルオロエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－エチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－
７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－ヒドロキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（（２Ｓ）－２，３－ジヒドロキシプロピル）オキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－エトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－（２－
メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ－（２－フルオロ－４－（（６－カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）オキ
シ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ６－（２－ヒドロキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミ
ノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（１－プロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－
メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（ｃｉｓ－２－フルオロ－シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－（４－モルホリノ）エトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（２－フルオロエチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）
－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（（２Ｒ）テトラヒドロ－２－フラニルメチル）－４－（３－クロロ－４－（（
（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メト
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キシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキ
シ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－６－キ
ノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ′－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（３－（４－モルホリノ）プロポキシ）－４－キノリル
）オキシフェニル）－Ｎ′－（３－（メチルスルホニル）フェニル）ウレア、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（（２－フルオロエチルアミノ）カルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－エトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（３－エチルウレイド）－３－フルオロ－フェノキシ）－７－メトキシキノ
リン－６－カルボキシリック　アシッド　（２－シアノエチル）アミド
および
　Ｎ－（４－（６－（２－シアノエチル）カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）
オキシ－２－フルオロフェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１５５］に記載の化合物、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１６８］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド
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および
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１５５］に記載の化合物、もしくはその薬理学的
に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１６９］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、もしくはその薬理学
的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物である、［１５５］に記載の化合物、もしく
はその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１７０］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物が、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩
である、［１５５］に記載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれ
らの溶媒和物。
［１７１］．胃癌治療物質が、イリノテカン、パクリタキセル、Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅ、
Ｎｉｍｕｓｔｉｎｅ、５－フルオロウラシル、Ｔｅｇａｆｕｒ、ＵＦＴ、Ｄｏｘｉｆｌｕ
ｒｉｄｉｎｅ、Ｃａｒｍｏｆｕｒ、Ｓ－１、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ、Ｍｉｔｏｍｙｃｉ
ｎ　Ｃ、Ａｃｌａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ、Ｄ
ｏｃｅｔａｘｅｌおよびＣｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍからなる群から選択される少なくとも
一つである、［１５５］～［１７０］のいずれか一項に記載の化合物、もしくはその薬理
学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１７２］．胃癌治療物質が、イリノテカン、５－フルオロウラシルまたはパクリタキセ
ルである、［１５５］～［１７０］のいずれか一項に記載の化合物、もしくはその薬理学
的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１７３］．ＦＧＦＲ２阻害物質が、
Ｎ－（３－トリフルオロメチル－４－クロロフェニル）－Ｎ’－（４－（２－メチルカル
バモイルピリジン－４－イル）オキシフェニル）ウレア、
６－［２－（メチルカルバモイル）フェニルスルファニル］－３－Ｅ－［２－（ピリジン
－２－イル）エテニル］インダゾール、
５－（５－フルオロ－２－オキソ－１，２－ジヒドロインドール－３－イリデンメチル）
－２，４－ジメチル－１Ｈ－ピロール－３－カルボキシリック　アシッド　（２－ジエチ
ルアミノエチル）アミド
および
Ｎ－｛２－クロロ－４－［（６，７－ジメトキシ－４－キノリル）オキシ］フェニル｝－
Ｎ’－（５－メチル－３－イソキサゾリル）ウレア
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物である、［１５５］～［１７０］のいずれか一項に記載の化
合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１７４］．未分化型胃癌が、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ
２を発現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む未分化型胃癌であ
る、［１５５］に記載の化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの
溶媒和物。
［１７５］．変異型ＦＧＦＲ２が、配列番号：２で表されるアミノ酸配列のうち第２２番
目から第８２２番目のアミノ酸配列において、少なくとも８１３番目以降のアミノ酸配列
が欠失された変異部位を含むものである、［１７４］に記載の化合物、もしくはその薬理
学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１７６］．未分化型胃癌が、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌から
なる群から選択される少なくとも一つの胃癌である、［１５５］に記載の化合物、もしく
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はその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
［１７７］．（ａ）一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを併用するこ
とを記載した、包装容器、取扱説明書および添付文書からなる群から選択される少なくと
も１つと、
（ｂ）一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそ
れらの溶媒和物を含む未分化型胃癌に対する治療剤と、
を含有するキット。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員へテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式
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（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［１７８］．（ａ）一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とを併用するこ
とを記載した、包装容器、取扱説明書および添付文書からなる群から選択される少なくと
も１つと、
（ｂ）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞か
らなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、一般式（Ｉ
）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物を
含む医薬組成物と、
を含有するキット。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
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置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［１７９］．一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、ま
たはそれらの溶媒和物を含んでなる未分化型胃癌に対する治療剤と、胃癌治療物質または
ＦＧＦＲ２阻害物質を含んでなる製剤とをセットにしたことを特徴とするキット。
　一般式（Ｉ）
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［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
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Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［１８０］．ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している
細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対する投与に使用するための
キットであって、一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩
、またはそれらの溶媒和物を含んでなる製剤と、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質
を含んでなる製剤とをセットにしたことを特徴とする前記キット。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または置
換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基を
意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式
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（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［１８１］．胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とともに生体に投与されることを特
徴とする一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、または
それらの溶媒和物を含む未分化型胃癌に対する治療剤。
　一般式（Ｉ）

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
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ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
［１８２］．ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している
細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための、胃癌
治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質とともに生体に投与されることを特徴とする一般式（
Ｉ）で表される化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物
を含む医薬組成物。
　一般式（Ｉ）
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［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
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Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。］
　前記（１）～（４２）及び［１］～［１８２］において、前記一般式（Ｉ）で表される
化合物、もしくはその薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物は、以下のとお
りである。

［式（Ｉ）中、Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよ
いＣ１－６アルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル
基、スルフィニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６

－で表される基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基また
は式－ＮＲ６－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していて
もよいＣ１－６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を
意味する。）；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換
基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキ
ニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または
置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基
を意味する；
Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基、
置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖ
ａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基ま
たは置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２は
、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有し
ていてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリール
基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよい
３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキ
シ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表さ
れる基を意味する；
Ｙ１は、式
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（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する；
Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アル
キル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ

２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有
していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカ
ルボニル基を意味する；
Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していて
もよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基
を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０ア
リール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していて
もよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する］で表される化合物、もしくはその薬
理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物。
　また、前記（１）～（４２）において、前記胃癌治療物質としては、例えば、イリノテ
カン、パクリタキセル、Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅ、Ｎｉｍｕｓｔｉｎｅ、５－フルオロウラ
シル、Ｔｅｇａｆｕｒ、ＵＦＴ、Ｄｏｘｉｆｌｕｒｉｄｉｎｅ、Ｃａｒｍｏｆｕｒ、Ｓ－
１、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ（Ａｄｒｉａｍｙｃｉｎ）、Ｍｉｔｏｍｙｃｉｎ　Ｃ、Ａｃ
ｌａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ、Ｄｏｃｅｔａｘ
ｅｌおよびＣｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍ（Ｃｉｓｐｌａｔｉｎ）からなる群から選択される
少なくとも一つを挙げることができる。好ましい胃癌治療物質は、イリノテカン、５－フ
ルオロウラシルまたはパクリタキセルである。
　また、前記（１）～（４２）において、前記ＦＧＦＲ２阻害物質は、例えば、一般式（
Ｉ）に含まれない化合物を挙げることができ、例えば、
Ｎ－（３－トリフルオロメチル－４－クロロフェニル）－Ｎ’－（４－（２－メチルカル
バモイルピリジン－４－イル）オキシフェニル）ウレア（ＢＡＹ　４３－９００６）、
６－［２－（メチルカルバモイル）フェニルスルファニル］－３－Ｅ－［２－（ピリジン
－２－イル）エテニル］インダゾール（ＡＧ０１３７３６）、
５－（５－フルオロ－２－オキソ－１，２－ジヒドロインドール－３－イリデンメチル）
－２，４－ジメチル－１Ｈ－ピロール－３－カルボキシリック　アシッド　（２－ジエチ
ルアミノエチル）アミド（ＳＵ１１２４８）
および
Ｎ－｛２－クロロ－４－［（６，７－ジメトキシ－４－キノリル）オキシ］フェニル｝－
Ｎ’－（５－メチル－３－イソキサゾリル）ウレア（ＫＲＮ９５１）
からなる群から選択される少なくとも一つの化合物、もしくはその薬理学的に許容される
塩、またはそれらの溶媒和物を挙げることができる。
　本発明により、すぐれた抗腫瘍活性を示す未分化型胃癌に対する治療剤、キット、およ
び治療方法、前記治療剤の製造のためのＦＧＦＲ２阻害物質の使用ならびに前記治療剤の
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ためのＦＧＦＲ２阻害物質が提供される。
　より具体的には、
（ｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）で表される化合物と胃癌治療剤、
（ｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）で表される化合物と一般式（Ｉ）に含
まれないＦＧＦＲ２阻害物質、
（ｉｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）に含まれないＦＧＦＲ２阻害物質と
胃癌治療剤
とを組み合わせることにより、すぐれた抗腫瘍活性を示す未分化型胃癌に対する治療剤、
キットおよび治療方法が提供され、未分化型胃癌の治療に用いることが可能となった。
　また、本発明により、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発
現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するた
めの、医薬組成物およびキット、前記生体に対する疾患の治療方法、前記医薬組成物の製
造のためのＦＧＦＲ２阻害物質の使用ならびに前記医薬組成物のためのＦＧＦＲ２阻害物
質が提供される。
　より具体的には、
（ｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）で表される化合物と胃癌治療剤、
（ｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）で表される化合物と一般式（Ｉ）に含
まれないＦＧＦＲ２阻害物質、
（ｉｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）に含まれないＦＧＦＲ２阻害物質と
胃癌治療剤
とを組み合わせることにより、すぐれた抗腫瘍活性を示す医薬組成物、キットおよび前記
生体に対する治療方法が提供され、疾患の治療に用いることが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　図１は、ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）
における腫瘍増殖抑制に対する４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニ
ル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）（３
ｍｇ／ｋｇ）と塩酸イリノテカン（１００ｍｇ／ｋｇ）との併用効果を示す。
　図２は、ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）
における腫瘍増殖抑制に対する４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニ
ル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）（１
０ｍｇ／ｋｇ）と塩酸イリノテカン（１００ｍｇ／ｋｇ）との併用効果を示す。
　図３は、ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）
における腫瘍増殖抑制に対する４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニ
ル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）（３
０ｍｇ／ｋｇ）と塩酸イリノテカン（１００ｍｇ／ｋｇ）との併用効果を示す。
　図４は、ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）
における腫瘍増殖抑制に対する４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニ
ル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）（３
ｍｇ／ｋｇ）と５－フルオロウラシル（５０ｍｇ／ｋｇ）との併用効果を示す。
　図５は、ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）
における腫瘍増殖抑制に対する４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニ
ル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）（１
０ｍｇ／ｋｇ）と５－フルオロウラシル（５０ｍｇ／ｋｇ）との併用効果を示す。
　図６は、ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）
における腫瘍増殖抑制に対する４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニ
ル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）（３
０ｍｇ／ｋｇ）と５－フルオロウラシル（５０ｍｇ／ｋｇ）との併用効果を示す。
　図７は、ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）
における腫瘍増殖抑制に対する４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニ
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ル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）（３
ｍｇ／ｋｇ）とパクリタキセル（１４ｍｇ／ｋｇ）との併用効果を示す。
　図８は、ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）
における腫瘍増殖抑制に対する４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニ
ル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）（１
０ｍｇ／ｋｇ）とパクリタキセル（１４ｍｇ／ｋｇ）との併用効果を示す。
　図９は、ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）
における腫瘍増殖抑制に対する４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニ
ル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）（３
０ｍｇ／ｋｇ）とパクリタキセル（１４ｍｇ／ｋｇ）との併用効果を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　以下に本発明の実施の形態について説明する。以下の実施の形態は、本発明を説明する
ための例示であり、本発明をこの実施の形態にのみ限定する趣旨ではない。本発明は、そ
の要旨を逸脱しない限り、さまざまな形態で実施をすることができる。
　なお、本明細書において引用した文献、および公開公報、特許公報その他の特許文献は
、参照として本明細書に組み込むものとする。また、本明細書は、本願優先権の基礎とな
る米国仮特許出願第６０／８８７，００６号（２００７年１月２９日出願）の開示内容を
包含する。
１．ＦＧＦＲ２阻害物質
　（１）ＦＧＦＲ２
　本発明において、ＦＧＦＲ２とは、配列番号：２（ＧｅｎＢａｎｋアクセッション番号
：ＮＭ＿０２２９７０）で表されるアミノ酸配列または当該アミノ酸配列のうち第２２番
目から第８２２番目のアミノ酸配列と同一または実質的に同一のアミノ酸配列を含むポリ
ペプチドを含むものである。また、配列番号：２で表されるアミノ酸配列を含むポリペプ
チドは、例えば、配列番号：１で表される塩基配列を含むポリヌクレオチドによってコー
ドされる。なお、配列番号：２で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドは、通常、
プロセッシングを受けて成熟体となる。
　配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配列）
と実質的に同一のアミノ酸配列を有するポリペプチドとしては、例えば、下記（ａ）～（
ｄ）からなる群より選択されるものが挙げられる：
（ａ）配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配
列）を含むポリペプチド、
（ｂ）配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配
列）において、１または複数個（例えば、１個または数個）のアミノ酸が、欠失、置換も
しくは付加され、またはそれらの組合せにより変異されたアミノ酸配列を含み、かつ、Ｆ
ＧＦＲ２と実質的に同じ活性を有するポリペプチド、
（ｃ）配列番号：１で表される塩基配列に相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチドと
ストリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドによりコードされるポ
リペプチドであって、ＦＧＦＲ２と実質的に同じ活性を有するポリペプチド、
（ｄ）配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配
列）に対して９０％以上、好ましくは約９５％以上、より好ましくは約９８％以上の同一
性（相同性という場合もある）を有するアミノ酸配列からなるポリペプチドであって、Ｆ
ＧＦＲ２と実質的に同じ活性を有するポリペプチド。
　ここで、「ＦＧＦＲ２と実質的に同じ活性を有する」とは、リガンド（例えば、ＦＧＦ
など）が結合したときに引き起こされる細胞内シグナルの少なくとも一つが、配列番号：
２に記載のアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配列）からなるタンパ
ク質によるシグナルの一つと同一であり、かつ、当該細胞内シグナルの活性化の程度が配
列番号：２に記載のアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配列）からな
るタンパク質と比較して同程度であることを示す。また、「同程度」とは、例えば、リガ
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ンド（例えば、ＦＧＦなど）が結合したときに引き起こされる細胞内シグナルの活性化の
程度が、配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸
配列）からなるタンパク質が有する細胞内シグナルの活性化の程度の１０％以上、好まし
くは３０％以上有する場合をいい、このとき実質的に同じ活性を有するということができ
る。リガンドが結合したときに引き起こされる細胞内シグナルとしては、例えば、ＦＧＦ
Ｒ２のリン酸化、ＦＧＦＲ２リン酸化に起因するＲａｆ、ＭＥＫ、ＥＲＫ１およびＥＲＫ
２のリン酸化、ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌｉｎｏｓｉｔｏｌ　３　ｋｉｎａｓｅのリン酸
化、Ａｋｔのリン酸化、ｐｈｏｓｐｈｏｌｉｐａｓｅ　Ｃ－γのリン酸化、ｉｎｏｓｉｔ
ｏｌ　１，４，５－ｔｒｉｓｐｈｏｓｐｈａｔｅ（ＩＰ３）の増加、ｄｉａｃｙｌｇｌｙ
ｃｅｒｏｌ（ＤＡＧ）の増加などが挙げられる。
　リガンドが結合したときに引き起こされる細胞内シグナルの活性の測定方法は、免疫沈
降法、ウエスタンブロットなどの慣用の方法にしたがって測定することができる。
　配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配列）
において、１または複数個（例えば、１個または数個）のアミノ酸が、欠失、置換もしく
は付加され、またはそれらの組合せにより変異されたアミノ酸配列としては、例えば、
（ｉ）配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配
列）中の１～９個（例えば、１～５個、好ましくは１～３個、より好ましくは１～２個、
さらに好ましくは１個）のアミノ酸が欠失したアミノ酸配列、
（ｉｉ）配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸
配列）に１～９個（例えば、１～５個、好ましくは１～３個、より好ましくは１～２個、
さらに好ましくは１個）のアミノ酸が付加したアミノ酸配列、
（ｉｉｉ）配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ
酸配列）中の１～９個（例えば、１～５個、好ましくは１～３個、より好ましくは１～２
個、さらに好ましくは１個）のアミノ酸が他のアミノ酸で置換されたアミノ酸配列、
（ｉｖ）上記（ｉ）～（ｉｉｉ）の組合せにより変異されたアミノ酸配列、
などが挙げられる。
　ここで、アミノ酸の「欠失」は、配列中のアミノ酸残基の一つ以上が欠失した変異を意
味し、欠失には、アミノ酸配列の端からアミノ酸残基が欠失したものおよびアミノ酸配列
の途中のアミノ酸残基が欠失したものが含まれる。
　ここで、アミノ酸の「付加」は、配列中にアミノ酸残基の一つ以上が付加された変異を
意味し、付加には、アミノ酸配列の端にアミノ酸残基が付加されたものおよびアミノ酸配
列の途中にアミノ酸残基を付加されたものが含まれる。なお途中に付加されたものは、「
挿入」ということもできる。
　ここで、アミノ酸の「置換」は、配列中のアミノ酸残基の一つ以上が、異なる種類のア
ミノ酸残基に変えられた変異を意味する。このような置換によりＦＧＦＲ２のアミノ酸配
列を改変する場合、タンパク質の機能を保持するためには、保存的な置換を行うことが好
ましい。保存的な置換とは、置換前のアミノ酸と似た性質のアミノ酸をコードするように
配列を変化させることである。アミノ酸の性質は、例えば、非極性アミノ酸（Ａｌａ，Ｉ
ｌｅ，Ｌｅｕ，Ｍｅｔ，Ｐｈｅ，Ｐｒｏ，Ｔｒｐ，Ｖａｌ）、非荷電性アミノ酸（Ａｓｎ
，Ｃｙｓ，Ｇｌｎ，Ｇｌｙ，Ｓｅｒ，Ｔｈｒ，Ｔｙｒ）、酸性アミノ酸（Ａｓｐ，Ｇｌｕ
）、塩基性アミノ酸（Ａｒｇ，Ｈｉｓ，Ｌｙｓ）、中性アミノ酸（Ａｌａ，Ａｓｎ，Ｃｙ
ｓ，Ｇｌｎ，Ｇｌｙ，Ｉｌｅ，Ｌｅｕ，Ｍｅｔ，Ｐｈｅ，Ｐｒｏ，Ｓｅｒ，Ｔｈｒ，Ｔｒ
ｐ，Ｔｙｒ，Ｖａｌ）、脂肪族アミノ酸（Ａｌａ，Ｇｌｙ）、分枝アミノ酸（Ｉｌｅ，Ｌ
ｅｕ，Ｖａｌ）、ヒドロキシアミノ酸（Ｓｅｒ，Ｔｈｒ）、アミド型アミノ酸（Ｇｌｎ，
Ａｓｎ）、含硫アミノ酸（Ｃｙｓ，Ｍｅｔ）、芳香族アミノ酸（Ｈｉｓ，Ｐｈｅ，Ｔｒｐ
，Ｔｙｒ）、複素環式アミノ酸（Ｈｉｓ，Ｔｒｐ）、イミノ酸（Ｐｒｏ，４Ｈｙｐ）等に
分類することができる。
　従って、例えば、非極性アミノ酸同士、あるいは非荷電性アミノ酸同士で置換させるこ
とが好ましい。中でも、Ａｌａ、Ｖａｌ、ＬｅｕおよびＩｌｅの間、ＳｅｒおよびＴｈｒ
の間、ＡｓｐおよびＧｌｕの間、ＡｓｎおよびＧｌｎの間、ＬｙｓおよびＡｒｇの間、Ｐ
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ｈｅおよびＴｙｒの間の置換は、タンパク質の性質を保持する置換として好ましい。変異
されるアミノ酸の数および部位は特に制限されない。
　配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配列）
と実質的に同一のアミノ酸配列を有するポリペプチドとしては、上述のように、配列番号
：１で表される塩基配列に相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチドとストリンジェン
トな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドによりコードされるポリペプチドであ
って、ＦＧＦＲ２と実質的に同じ活性を有するポリペプチドが挙げられる。
　本明細書において、ストリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチド
とは、具体的には、ＦＡＳＴＡ、ＢＬＡＳＴ、Ｓｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒｍａｎ〔Ｍｅｔｈ
．Ｅｎｚｙｍ．，１６４，７６５（１９８８）〕などの相同性検索ソフトウェアにより、
デフォルト（初期設定）のパラメーターを用いて計算したときに、例えば配列番号：１で
表される塩基配列と少なくとも９０％以上、好ましくは９５％以上、より好ましくは９７
％以上、さらに好ましくは９８％以上、さらにより好ましくは９９％以上の同一性を有す
る塩基配列を含むポリヌクレオチドが挙げられる。またここで、ストリンジェントな条件
としては、例えば、「２×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ、５０℃」、「２×ＳＳＣ、１％ＳＤ
Ｓ、４２℃」、「１×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ、３７℃」、よりストリンジェントな条件
としては、例えば「２×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ、６５℃」、「０．５×ＳＳＣ、０．１
％ＳＤＳ、４２℃」、「０．２×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ、６５℃」等の条件を挙げるこ
とができる。
　ハイブリダイゼーションは、公知の方法に従って行うことができる。また、市販のライ
ブラリーを使用する場合、添付の使用説明書に記載の方法に従って行うことができる。
　配列番号：１で表される塩基配列に相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチドとスト
リンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドとしては、例えば、配列番
号：１で表される塩基配列と９０％以上、好ましくは９５％以上、より好ましくは９８％
以上の同一性を有する塩基配列を含むポリヌクレオチドが挙げられる。
　配列番号：１で表される塩基配列に相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチドとスト
リンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドとしては、例えば、配列番
号：１で表される塩基配列において１個または複数個（例えば１個または数個）の核酸に
欠失、置換または付加等の変異が生じた塩基配列が挙げられる。
　配列番号：１で表される塩基配列に相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチドとスト
リンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドとしては、例えば、
（ｉ）配列番号：１で表される塩基配列中の１～９個（例えば、１～５個、好ましくは１
～３個、より好ましくは１～２個、さらに好ましくは１個）の核酸が欠失した塩基配列、
（ｉｉ）配列番号：１で表される塩基配列に１～９個（例えば、１～５個、好ましくは１
～３個、より好ましくは１～２個、さらに好ましくは１個）の核酸が付加した塩基配列、
（ｉｉｉ）配列番号：１で表される塩基配列中の１～９個（例えば、１～５個、好ましく
は１～３個、より好ましくは１～２個、さらに好ましくは１個）の核酸が他の核酸で置換
された塩基配列、
（ｉｖ）上記（ｉ）～（ｉｉｉ）の組合せにより変異された塩基配列
などが挙げられる。
　本明細書において、アミノ酸配列について「同一性」（相同性という場合もある）とは
、比較される配列間において、各々の配列を構成するアミノ酸残基の一致の程度の意味で
用いられる。比較対照のアミノ酸配列に対する所定のアミノ酸配列の有する同一性を計算
する場合には、ギャップの存在およびアミノ酸の性質が考慮される（Ｗｉｌｂｕｒ，Ｎａ
ｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８０：７２６－７３０（１９８３））。同一性の
計算には、市販のソフトであるＢＬＡＳＴ（Ａｌｔｓｃｈｕｌ：Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．
２１５：４０３－４１０（１９９０））、ＦＡＳＴＡ（Ｐｅａｓｒｏｎ：Ｍｅｔｈｏｄｓ
　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　１８３：６３－６９（１９９０））等を用いることがで
きる。
　「同一性」の数値はいずれも、当業者に公知の相同性検索プログラムを用いて算出され
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る数値であればよく、例えば全米バイオテクノロジー情報センター（ＮＣＢＩ）の相同性
アルゴリズムＢＬＡＳＴ（Ｂａｓｉｃ　ｌｏｃａｌ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｓｅａｒｃｈ
　ｔｏｏｌ）ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｂｉ．ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／ＢＬＡＳＴ／
においてデフォルト（初期設定）のパラメーターを用いることにより、算出することがで
きる。
　本発明において、ＦＧＦＲ２は、後述の変異型ＦＧＦＲ２を含むものである。
　（２）ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞
　本発明において、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞とは、例えば、正常細胞に比べて
ＦＧＦＲ２が相当量発現している細胞を挙げることができる。また、本発明において、Ｆ
ＧＦＲ２を過剰発現している細胞とは、例えば、正常細胞に比べてＦＧＦＲ２が１．５倍
以上、好ましくは２倍以上、より好ましくは３倍以上、さらに好ましくは４倍以上発現し
ている細胞を挙げることができる。ここで、本発明において、「正常細胞」は、例えば、
癌（例えば、未分化型胃癌など）細胞以外の細胞を挙げることができる。
　本発明において、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞は、好ましくは未分化型胃癌の細
胞であり、より好ましくは低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌からなる
群から選択される少なくとも一つの細胞である。
　ＦＧＦＲ２の発現量は、例えば、細胞に発現するＦＧＦＲ２のタンパク質および／また
はｍＲＮＡを測定することにより解析することができる。
　タンパク質の測定は、例えば、免疫化学的方法（例えば、免疫組織化学的方法、免疫沈
降法、ウエスタンブロット、フローサイトメトリー、ＥＬＩＳＡ、ＲＩＡなど）、質量分
析による方法などがあげられ、好ましくは免疫化学的方法があげられ、特に好ましくはフ
ローサイトメトリーがあげられる。これらの方法は、常法に従い行うことができる。
　一方、ｍＲＮＡの測定は、例えば、ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーション、ノーザン
ブロット解析、ＤＮＡマイクロアレイ、ＲＴ－ＰＣＲ、定量的ＲＴ－ＰＣＲなどの方法が
あげられ、好ましくはＲＴ－ＰＣＲまたは定量的ＲＴ－ＰＣＲがあげられる。これらの方
法は、常法に従い行うことができる。
　（３）変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞
　本発明において、変異型ＦＧＦＲ２は、野生型のＦＧＦＲ２のアミノ酸配列、例えば、
配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配列）の
うち、一もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加され、またはそれらの組み合
わせにより変異されたアミノ酸配列を含むポリペプチドを挙げることができる。また、変
異型ＦＧＦＲ２は、好ましくは、野生型のＦＧＦＲ２のアミノ酸配列、例えば、配列番号
：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配列）のうち、一
もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加され、またはそれらの組み合わせによ
り変異されたアミノ酸配列を含むポリペプチドであって、ＦＧＦＲ２と実質的に同じ活性
を有するポリペプチドを挙げることができる。本発明において、変異型ＦＧＦＲ２を発現
している細胞としては、上記のポリペプチドを発現している細胞を挙げることができる。
　変異型ＦＧＦＲ２は、例えば、配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から
第８２２番目のアミノ酸配列）のうち、２６７番目のセリンが他のアミノ酸、好ましくは
プロリンに置換されたアミノ酸配列で表される配列を含むポリペプチドを挙げることがで
きる（Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ．６１，３５４１－３５４３，２００１．）。
　また、変異型ＦＧＦＲ２は、野生型のＦＧＦＲ２のアミノ酸配列、例えば、配列番号：
２で表されるアミノ酸配列のうち第２２番目から第８２２番目のアミノ酸配列において、
Ｃ末側の数個のアミノ酸が欠失された変異部位を含むポリペプチドを挙げることができる
。変異型ＦＧＦＲ２は、例えば、配列番号：２で表されるアミノ酸配列（第２２番目から
第８２２番目のアミノ酸配列）において少なくとも８１３番目、好ましくは少なくとも７
８４番目、より好ましくは少なくとも７８０番目、さらに好ましくは少なくとも７６９番
目以降のアミノ酸配列が欠失されたアミノ酸配列を含むポリペプチドを挙げることができ
る。
　また、変異型ＦＧＦＲ２は、活性化変異型ＦＧＦＲ２が好ましい。活性化変異型ＦＧＦ
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Ｒ２とは、リガンド非依存的に自己リン酸化を引き起こし、細胞内シグナルを活性化する
変異型ＦＧＦＲ２をいう。
　ＦＧＦＲ２の変異の有無は、ＦＧＦＲ２の遺伝子配列またはＦＧＦＲ２の転写産物であ
るｍＲＮＡの配列を解析することにより調べることができる。配列の解析方法は、例えば
、ジデオキシヌクレオチドチェーンターミネーション法（Ｓａｎｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．（
１９７７）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　７４：５４６３）などを挙
げることができる。適当なＤＮＡシークエンサーを利用して配列を解析することも可能で
ある。
　また、ＦＧＦＲ２の変異の有無は、例えば、ｉｎ　ｓｉｔｕハイブリダイゼーション、
ノーザンブロット解析、ＤＮＡマイクロアレイ、ＲＴ－ＰＣＲ、ＳＳＣＰ－ＰＣＲ（Ｓｉ
ｎｇｌｅ－Ｓｔｒａｎｄ　Ｃｏｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｓｍ－ＰＣ
Ｒ）などの方法により解析することもできる。これらの方法は、常法に従い行うことがで
きる。
　また、ＦＧＦＲ２の変異の有無は、例えば、免疫化学的方法（例えば、免疫組織化学的
方法、免疫沈降法、ウエスタンブロット、フローサイトメトリー、ＥＬＩＳＡ、ＲＩＡな
ど）により解析することもできる。これらの方法は、常法に従い行うことができる。
　本発明において、変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞は、好ましくは未分化型胃癌の
細胞であり、より好ましくは低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌からな
る群から選択される少なくとも一つの細胞である。
　（４）本発明のＦＧＦＲ２阻害物質
　本明細書において、「ハロゲン原子」とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨ
ウ素原子を意味する。
　「ハロゲン原子」の好適な例としては、フッ素原子、塩素原子をあげることができる。
　本明細書において、「Ｃ１－６アルキル基」とは、炭素数が１～６個の直鎖状または分
枝鎖状のアルキル基を意味し、具体例としては、メチル基、エチル基、１－プロピル基（
ｎ－プロピル基）、２－プロピル基（ｉ－プロピル基）、２－メチル－１－プロピル基（
ｉ－ブチル基）、２－メチル－２－プロピル基（ｔ－ブチル基）、１－ブチル基（ｎ－ブ
チル基）、２－ブチル基（ｓ－ブチル基）、１－ペンチル基、２－ペンチル基、３－ペン
チル基、２－メチル－１－ブチル基、３－メチル－１－ブチル基、２－メチル－２－ブチ
ル基、３－メチル－２－ブチル基、２，２－ジメチル－１－プロピル基、１－ヘキシル基
、２－ヘキシル基、３－ヘキシル基、２－メチル－１－ペンチル基、３－メチル－１－ペ
ンチル基、４－メチル－１－ペンチル基、２－メチル－２－ペンチル基、３－メチル－２
－ペンチル基、４－メチル－２－ペンチル基、２－メチル－３－ペンチル基、３－メチル
－３－ペンチル基、２，３－ジメチル－１－ブチル基、３，３－ジメチル－１－ブチル基
、２，２－ジメチル－１－ブチル基、２－エチル－１－ブチル基、３，３－ジメチル－２
－ブチル基、２，３－ジメチル－２－ブチル基などがあげられる。
　「Ｃ１－６アルキル基」の好適な例としては、メチル基、エチル基、１－プロピル基、
２－プロピル基、２－メチル－１－プロピル基、２－メチル－２－プロピル基、１－ブチ
ル基、２－ブチル基をあげることができる。
　本明細書において、「Ｃ１－６アルキレン基」とは、上記定義「Ｃ１－６アルキル基」
からさらに任意の水素原子を１個除いて誘導される二価の基を意味し、具体例としては、
メチレン基、１，２－エチレン基、１，１－エチレン基、１，３－プロピレン基、テトラ
メチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基などがあげられる。
　本明細書において、「Ｃ２－６アルケニル基」とは、二重結合を１個有する、炭素数が
２～６個の直鎖状または分枝鎖状のアルケニル基を意味し、具体例としては、エテニル基
（ビニル基）、１－プロペニル基、２－プロペニル基（アリル基）、１－ブテニル基、２
－ブテニル基、３－ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基などがあげられる。
　本明細書において、「Ｃ２－６アルキニル基」とは、二重結合を１個有する、炭素数が
２～６個の直鎖状または分枝鎖状のアルキニル基を意味し、具体例としては、エチニル基
、１－プロピニル基、２－プロピニル基、１－ブチニル基、２－ブチニル基、３－ブチニ
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ル基、ペンチニル基、ヘキシニル基などがあげられる。
　本明細書において、「Ｃ３－８シクロアルキル基」とは、炭素数が３～８個の単環また
は二環の飽和脂肪族炭化水素基を意味し、具体例としては、シクロプロピル基、シクロブ
チル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、
ビシクロ［２．１．０］ペンチル基、ビシクロ［３．１．０］ヘキシル基、ビシクロ［２
．１．１］ヘキシル基、ビシクロ［４．１．０］ヘプチル基、ビシクロ［２．２．１］ヘ
プチル基（ノルボルニル基）、ビシクロ［３．３．０］オクチル基、ビシクロ［３．２．
１］オクチル基、ビシクロ［２．２．２］オクチル基などがあげられる。
　「Ｃ３－８シクロアルキル基」の好適な例としては、シクロプロピル基、シクロブチル
基、シクロペンチル基をあげることができる。
　本明細書において、「Ｃ６－１０アリール基」とは、炭素数が６～１０個の芳香族性の
炭化水素環式基を意味し、具体例としては、フェニル基、１－ナフチル基、２－ナフチル
基、インデニル基、アズレニル基などがあげられる。
　「Ｃ６－１０アリール基」の好適な例としては、フェニル基をあげることができる。
　本明細書において、「ヘテロ原子」とは、窒素原子、酸素原子または硫黄原子を意味す
る。
　本明細書において、「５～１０員ヘテロアリール基」とは、環を構成する原子の数が５
～１０個であり、環を構成する原子中に１～５個のヘテロ原子を含有する芳香族性の環式
基を意味し、具体例としては、フリル基、チエニル基、ピロリル基、イミダゾリル基、ト
リアゾリル基、テトラゾリル基、チアゾリル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、イソオ
キサゾリル基、イソチアゾリル基、フラザニル基、チアジアゾリル基、オキサジアゾリル
基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、トリアジニル基、プ
リニル基、プテリジニル基、キノリル基、イソキノリル基、ナフチリジニル基、キノキサ
リニル基、シンノリニル基、キナゾリニル基、フタラジニル基、イミダゾピリジル基、イ
ミダゾチアゾリル基、イミダゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾオキサゾリ
ル基、ベンズイミダゾリル基、インドリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、ピロ
ロピリジル基、チエノピリジル基、フロピリジル基、ベンゾチアジアゾリル基、ベンゾオ
キサジアゾリル基、ピリドピリミジニル基、ベンゾフリル基、ベンゾチエニル基、チエノ
フリル基などがあげられる。
　「５～１０員ヘテロアリール基」の好適な例としては、フリル基、チエニル基、ピロリ
ル基、イミダゾリル基、チアゾリル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、イソオキサゾリ
ル基、イソチアゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基をあげることができる。
　本明細書において、「３～１０員非芳香族ヘテロ環式基」とは、
（ａ）環を構成する原子の数が３～１０個であり、
（ｂ）環を構成する原子中に１～２個のヘテロ原子を含有し、
（ｃ）環中に二重結合を１～２個含んでいてもよく、
（ｄ）環中にカルボニル基、スルフィニル基またはスルホニル基を１～３個含んでいても
よい、
（ｅ）単環式または二環式である非芳香族性の環式基を意味し、環を構成する原子中に窒
素原子を含有する場合、窒素原子から結合手が出ていてもよい。
　具体例としては、アジリジニル基、アゼチジニル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基
、アゼパニル基、アゾカニル基、ピペラジニル基、ジアゼパニル基、ジアゾカニル基、ジ
アザビシクロ［２．２．１］ヘプチル基、モルホリニル基、チオモルホリニル基、１，１
－ジオキソチオモルホリニル基、オキシラニル基、オキセタニル基、テトラヒドロフリル
基、ジオキソラニル基、テトラヒドロピラニル基、ジオキサニル基、テトラヒドロチエニ
ル基、テトラヒドロチオピラニル基、オキサゾリジニル基、チアゾリジニル基などがあげ
られる。
　「３～１０員非芳香族ヘテロ環式基」の好適な例としては、アジリジニル基、アゼチジ
ニル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、アゼパニル基、ピペラジニル基、ジアゼパニ
ル基、モルホリニル基、チオモルホリニル基、１，１－ジオキソチオモルホリニル基、テ
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トラヒドロフリル基、テトラヒドロピラニル基をあげることができる。
　本明細書において、「Ｃ１－６アルコキシ基」とは、上記定義「Ｃ１－６アルキル基」
の末端に酸素原子が結合した基であることを意味し、具体的としては、メトキシ基、エト
キシ基、１－プロポキシ基（ｎ－プロポキシ基）、２－プロポキシ基（ｉ－プロポキシ基
）、２－メチル－１－プロポキシ基（ｉ－ブトキシ基）、２－メチル－２－プロポキシ基
（ｔ－ブトキシ基）、１－ブトキシ基（ｎ－ブトキシ基）、２－ブトキシ基（ｓ－ブトキ
シ基）、１－ペンチルオキシ基、２－ペンチルオキシ基、３－ペンチルオキシ基、２－メ
チル－１－ブトキシ基、３－メチル－１－ブトキシ基、２－メチル－２－ブトキシ基、３
－メチル－２－ブトキシ基、２，２－ジメチル－１－プロポキシ基、１－ヘキシルオキシ
基、２－ヘキシルオキシ基、３－ヘキシルオキシ基、２－メチル－１－ペンチルオキシ基
、３－メチル－１－ペンチルオキシ基、４－メチル－１－ペンチルオキシ基、２－メチル
－２－ペンチルオキシ基、３－メチル－２－ペンチルオキシ基、４－メチル－２－ペンチ
ルオキシ基、２－メチル－３－ペンチルオキシ基、３－メチル－３－ペンチルオキシ基、
２，３－ジメチル－１－ブトキシ基、３，３－ジメチル－１－ブトキシ基、２，２－ジメ
チル－１－ブトキシ基、２－エチル－１－ブトキシ基、３，３－ジメチル－２－ブトキシ
基、２，３－ジメチル－２－ブトキシ基などがあげられる。
　「Ｃ１－６アルコキシ基」の好適な例としては、メトキシ基、エトキシ基、１－プロポ
キシ基、２－プロポキシ基、２－メチル－１－プロポキシ基、２－メチル－２－プロポキ
シ基、１－ブトキシ基、２－ブトキシ基をあげることができる。
　本明細書において、「Ｃ１－６アルキルチオ基」とは、上記定義「Ｃ１－６アルキル基
」の末端に硫黄原子が結合した基であることを意味し、具体例としては、メチルチオ基、
エチルチオ基、１－プロピルチオ基（ｎ－プロピルチオ基）、２－プロピルチオ基（ｉ－
プロピルチオ基）、２－メチル－１－プロピルチオ基（ｉ－ブチルチオ基）、２－メチル
－２－プロピルチオ基（ｔ－ブチルチオ基）、１－ブチルチオ基（ｎ－ブチルチオ基）、
２－ブチルチオ基（ｓ－ブチルチオ基）、１－ペンチルチオ基、２－ペンチルチオ基、３
－ペンチルチオ基、２－メチル－１－ブチルチオ基、３－メチル－１－ブチルチオ基、２
－メチル－２－ブチルチオ基、３－メチル－２－ブチルチオ基、２，２－ジメチル－１－
プロピルチオ基、１－ヘキシルチオ基、２－ヘキシルチオ基、３－ヘキシルチオ基、２－
メチル－１－ペンチルチオ基、３－メチル－１－ペンチルチオ基、４－メチル－１－ペン
チルチオ基、２－メチル－２－ペンチルチオ基、３－メチル－２－ペンチルチオ基、４－
メチル－２－ペンチルチオ基、２－メチル－３－ペンチルチオ基、３－メチル－３－ペン
チルチオ基、２，３－ジメチル－１－ブチルチオ基、３，３－ジメチル－１－ブチルチオ
基、２，２－ジメチル－１－ブチルチオ基、２－エチル－１－ブチルチオ基、３，３－ジ
メチル－２－ブチルチオ基、２，３－ジメチル－２－ブチルチオ基などがあげられる。
　「Ｃ１－６アルキルチオ基」の好適な例としては、メチルチオ基、エチルチオ基、１－
プロピルチオ基（ｎ－プロピルチオ基）、２－プロピルチオ基（ｉ－プロピルチオ基）、
２－メチル－１－プロピルチオ基（ｉ－ブチルチオ基）、２－メチル－２－プロピルチオ
基（ｔ－ブチルチオ基）、１－ブチルチオ基（ｎ－ブチルチオ基）、２－ブチルチオ基（
ｓ－ブチルチオ基）をあげることができる。
　本明細書において、「Ｃ３－８シクロアルコキシ基」とは、上記定義「Ｃ３－８シクロ
アルキル基」の末端に酸素原子が結合した基であることを意味し、具体的としては、シク
ロプロポキシ基、シクロブトキシ基、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基
、シクロヘプチルオキシ基、シクロオクチルオキシ基、ビシクロ［２．１．０］ペンチル
オキシ基、ビシクロ［３．１．０］ヘキシルオキシ基、ビシクロ［２．１．１］ヘキシル
オキシ基、ビシクロ［４．１．０］ヘプチルオキシ基、ビシクロ［２．２．１］ヘプチル
オキシ基（ノルボルニルオキシ基）、ビシクロ［３．３．０］オクチルオキシ基、ビシク
ロ［３．２．１］オクチルオキシ基、ビシクロ［２．２．２］オクチルオキシ基などがあ
げられる。
　「Ｃ３－８シクロアルコキシ基」の好適な例としては、シクロプロポキシ基、シクロブ
トキシ基、シクロペンチルオキシ基をあげることができる。
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　本明細書において、「モノ－Ｃ１－６アルキルアミノ基」とは、アミノ基中の１個の水
素原子を、上記定義「Ｃ１－６アルキル基」で置換した基を意味し、具体例としては、メ
チルアミノ基、エチルアミノ基、１－プロピルアミノ基（ｎ－プロピルアミノ基）、２－
プロピルアミノ基（ｉ－プロピルアミノ基）、２－メチル－１－プロピルアミノ基（ｉ－
ブチルアミノ基）、２－メチル－２－プロピルアミノ基（ｔ－ブチルアミノ基）、１－ブ
チルアミノ基（ｎ－ブチルアミノ基）、２－ブチルアミノ基（ｓ－ブチルアミノ基）、１
－ペンチルアミノ基、２－ペンチルアミノ基、３－ペンチルアミノ基、２－メチル－１－
ブチルアミノ基、３－メチル－１－ブチルアミノ基、２－メチル－２－ブチルアミノ基、
３－メチル－２－ブチルアミノ基、２，２－ジメチル－１－プロピルアミノ基、１－ヘキ
シルアミノ基、２－ヘキシルアミノ基、３－ヘキシルアミノ基、２－メチル－１－ペンチ
ルアミノ基、３－メチル－１－ペンチルアミノ基、４－メチル－１－ペンチルアミノ基、
２－メチル－２－ペンチルアミノ基、３－メチル－２－ペンチルアミノ基、４－メチル－
２－ペンチルアミノ基、２－メチル－３－ペンチルアミノ基、３－メチル－３－ペンチル
アミノ基、２，３－ジメチル－１－ブチルアミノ基、３，３－ジメチル－１－ブチルアミ
ノ基、２，２－ジメチル－１－ブチルアミノ基、２－エチル－１－ブチルアミノ基、３，
３－ジメチル－２－ブチルアミノ基、２，３－ジメチル－２－ブチルアミノ基などがあげ
られる。
　本明細書において、「ジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基」とは、アミノ基中の２個の水素
原子を、それぞれ同一のまたは異なる、上記定義「Ｃ１－６アルキル基」で置換した基を
意味し、具体例としては、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノ基、Ｎ，
Ｎ－ジ－ｎ－プロピルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジ－ｉ－プロピルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジ－ｎ－
ブチルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジ－ｉ－ブチルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジ－ｓ－ブチルアミノ基、
Ｎ，Ｎ－ジ－ｔ－ブチルアミノ基、Ｎ－エチル－Ｎ－メチルアミノ基、Ｎ－ｎ－プロピル
－Ｎ－メチルアミノ基、Ｎ－ｉ－プロピル－Ｎ－メチルアミノ基、Ｎ－ｎ－ブチル－Ｎ－
メチルアミノ基、Ｎ－ｉ－ブチル－Ｎ－メチルアミノ基、Ｎ－ｓ－ブチル－Ｎ－メチルア
ミノ基、Ｎ－ｔ－ブチル－Ｎ－メチルアミノ基などがあげられる。
　本明細書において、「Ｃ２－７アシル基」とは、上記定義の「Ｃ１－６アルキル基」が
結合したカルボニル基であることを意味し、具体例としては、例えば、アセチル基、プロ
ピオニル基、イソプロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレ
リル基、ピバロイル基などがあげられる。
　本明細書において、「Ｃ２－７アルコキシカルボニル基」とは、上記定義の「Ｃ１－６

アルコキシ基」が結合したカルボニル基であることを意味し、具体例としては、例えば、
メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、１－プロピルオキシカルボニル基、２－
プロピルオキシカルボニル基、２－メチル－２－プロポキシカルボニル基などがあげられ
る。
　本明細書において、「置換基を有していてもよい」とは、「置換可能な部位に、任意に
組み合わせて１または複数個の置換基を有してもよい」ことを意味し、置換基の具体例と
しては、例えば、ハロゲン原子、水酸基、チオール基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基
、カルボキシル基、アミノ基、シリル基、メタンスルホニル基、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ

２－６アルケニル基、Ｃ２－６アルキニル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ６－１０ア
リール基、５～１０員ヘテロアリール基、３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、Ｃ１－６ア
ルコキシ基、Ｃ１－６アルキルチオ基、Ｃ３－８シクロアルコキシ基、モノ－Ｃ１－６ア
ルキルアミノ基、ジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基、Ｃ２－７アシル基またはＣ２－７アル
コキシカルボニル基などをあげることができる。ただし、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ２－６

アルケニル基、Ｃ２－６アルキニル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ６－１０アリール
基、５～１０員ヘテロアリール基、３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、Ｃ１－６アルコキ
シ基、Ｃ１－６アルキルチオ基、Ｃ３－８シクロアルコキシ基、モノ－Ｃ１－６アルキル
アミノ基、ジ－Ｃ１－６アルキルアミノ基、Ｃ２－７アシル基およびＣ２－７アルコキシ
カルボニル基はそれぞれ独立して下記置換基群からなる群から選ばれる１～３個の基を有
していてもよい。
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＜置換基群＞
ハロゲン原子、水酸基、チオール基、ニトロ基、シアノ基、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－

８シクロアルキル基、Ｃ２－６アルケニル基、Ｃ２－６アルキニル基、Ｃ６－１０アリー
ル基、５～１０員ヘテロアリール基、３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、Ｃ１－６アルコ
キシ基およびＣ１－６アルキルチオ基。
　本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は、例えば、
一般式（Ｉ）

で表される化合物を挙げることができる。以下、一般式（Ｉ）で表される化合物を「ＦＧ
ＦＲ２阻害物質Ｉ」と称する場合がある。
（ｉ）Ｒ１

　Ｒ１は、式－Ｖ１－Ｖ２－Ｖ３（式中、Ｖ１は、置換基を有していてもよいＣ１－６ア
ルキレン基を意味する；Ｖ２は、単結合、酸素原子、硫黄原子、カルボニル基、スルフィ
ニル基、スルホニル基、式－ＣＯＮＲ６－で表される基、式－ＳＯ２ＮＲ６－で表される
基、式－ＮＲ６ＳＯ２－で表される基、式－ＮＲ６ＣＯ－で表される基または式－ＮＲ６

－で表される基を意味する（式中、Ｒ６は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－

６アルキル基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基を意味する。）
；Ｖ３は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有してい
てもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換
基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０

アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基または置換基を有し
ていてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。）で表される基を意味する。
　Ｒ１の好適な例としては、Ｃ１－６アルキル基があげられる。ただし、この場合、Ｒ１

は、Ｃ１－６アルキル基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、
Ｃ１－６アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ１－６アルキルアミノ基およびジ－Ｃ１－６

アルキルアミノ基から選ばれる置換基を有していてもよい。
　Ｒ１のより好適な例としては、メチル基または式

（式中、Ｒａ３はメチル基を意味する；Ｒａ１は水素原子または水酸基を意味する；Ｒａ

２は、メトキシ基、エトキシ基、１－ピロリジニル基、１－ピペリジニル基、４－モルホ
リニル基、ジメチルアミノ基またはジエチルアミノ基を意味する。）のいずれかで表され
る基があげられる。
　Ｒ１のさらに好適な例としては、メチル基または２－メトキシエチル基があげられる。
（ｉｉ）Ｒ２

　Ｒ２は、シアノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、カルボキシル基
、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式－ＣＯＮＶａ１１

Ｖａ１２（式中、Ｖａ１１は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基
、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６

アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有してい
てもよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基
または置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する；Ｖａ１２
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は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換基を有
していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０アリー
ル基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有していてもよ
い３～１０員非芳香族ヘテロ環式基、水酸基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコ
キシ基または置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。）で表
される基を意味する。
　Ｒ２の好適な例としては、シアノ基または式－ＣＯＮＶａ１１Ｖａ１２（式中、Ｖａ１

１およびＶａ１２は、前記定義と同じ意味である。）で表される基があげられる。
　Ｒ２のより好適な例としては、シアノ基または式－ＣＯＮＨＶａ１６（式中、Ｖａ１６

は、水素原子、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキル基、Ｃ１－６アルコキシ基
またはＣ３－８シクロアルコキシ基を意味する。ただし、Ｖａ１６は、ハロゲン原子、シ
アノ基、水酸基およびＣ１－６アルコキシ基から選ばれる置換基を有していてもよい。）
で表される基があげられる。
　Ｒ２のさらに好適な例としては、式－ＣＯＮＨＶａ１７（式中、Ｖａ１７は、水素原子
、Ｃ１－６アルキル基またはＣ１－６アルコキシ基を意味する。）で表される基があげら
れる。
　Ｒ２のもっとも好適な例としては、式－ＣＯＮＨＶａ１８（式中、Ｖａ１８は、水素原
子、メチル基またはメトキシ基を意味する。）で表される基があげられる。
（ｉｉｉ）Ｙ１

　Ｙ１は、式

（式中、Ｒ７およびＲ８は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニト
ロ基、アミノ基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有していても
よいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ１－６アルコキシ基、置換
基を有していてもよいＣ１－６アルキルチオ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－７アシル基、置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシカルボニル基または式
－ＣＯＮＶｄ１Ｖｄ２（式中、Ｖｄ１およびＶｄ２は、それぞれ独立して水素原子または
置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基を意味する。）で表される基を意味する；
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ独立して置換基を有していてもよい炭素原子または窒素原子
を意味する。）で表される基を意味する。
　Ｙ１の好適な例としては、式

（式中、Ｒ７１は、水素原子またはハロゲン原子を意味する。）で表される基があげられ
る。
（ｉｖ）Ｒ３およびＲ４

　Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６ア
ルキル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよい
Ｃ２－６アルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を
有していてもよいＣ２－７アシル基または置換基を有していてもよいＣ２－７アルコキシ
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カルボニル基を意味する。
　Ｒ３およびＲ４の好適な例としては、水素原子があげられる。
（ｖ）Ｒ５

　Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、置換基を有してい
てもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６アルキニル基、置換
基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していてもよいＣ６－１０

アリール基、置換基を有していてもよい５～１０員ヘテロアリール基、置換基を有してい
てもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式基を意味する。
　Ｒ５の好適な例としては、水素原子、置換基を有していてもよいＣ１－６アルキル基、
置換基を有していてもよいＣ２－６アルケニル基、置換基を有していてもよいＣ２－６ア
ルキニル基、置換基を有していてもよいＣ３－８シクロアルキル基、置換基を有していて
もよいＣ６－１０アリール基、置換基を有していてもよい３～１０員非芳香族ヘテロ環式
基があげられる。
　Ｒ５のより好適な例としては、水素原子、Ｃ１－６アルキル基、Ｃ３－８シクロアルキ
ル基またはＣ６－１０アリール基（ただし、Ｒ５は、ハロゲン原子およびメタンスルホニ
ル基からなる群から選ばれる少なくとも一つの置換基を有していてもよい）があげられる
。
　Ｒ５のさらに好適な例としては、メチル基、エチル基またはシクロプロピル基があげら
れる。
　また、一般式（Ｉ）で表される化合物の好適な例としては、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフェニル）ウレア、
　Ｎ－（２－クロロ－４－（（６－シアノ－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メト
キシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－３－（ジエチルアミノ）－２－ヒドロ
キシプロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　Ｎ－（４－（（６－シアノ－７－（（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジ
ノ）プロピル）オキシ）－４－キノリル）オキシ）フェニル）－Ｎ’－（４－フルオロフ
ェニル）ウレア、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－シクロプロピル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－メトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－フルオロエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ
）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－エチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－
７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－ヒドロキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
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　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（（２Ｓ）－２，３－ジヒドロキシプロピル）オキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－エトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－（２－
メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ－（２－フルオロ－４－（（６－カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）オキ
シ）フェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア、
　Ｎ６－（２－ヒドロキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミ
ノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（１－プロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－
メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（ｃｉｓ－２－フルオロ－シクロプロピルアミノカルボニル）
アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）ア
ミノ）フェノキシ）－７－（２－メトキシエトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－（２－（４－モルホリノ）エトキシ）－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（２－フルオロエチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）
－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（（２Ｒ）テトラヒドロ－２－フラニルメチル）－４－（３－クロロ－４－（（
（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メト
キシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノ）フェノキ
シ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－６－キ
ノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－３－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシプロポキシ）－６－
キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－（１－ピロリジノ）プロポキシ）－
６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
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サミド、
　Ｎ６－メチル－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）フ
ェノキシ）－７－（（１－メチル－４－ピペリジル）メトキシ）－６－キノリンカルボキ
サミド、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（２－メトキシエトキシ）－４－キノリル）オキシ－２
－フルオロフェニル）－Ｎ′－シクロプロピルウレア、
　Ｎ－（４－（６－シアノ－７－（３－（４－モルホリノ）プロポキシ）－４－キノリル
）オキシフェニル）－Ｎ′－（３－（メチルスルホニル）フェニル）ウレア、
　４－（４－（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－フルオロ－４－（（２－フルオロエチルアミノ）カルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－（２－エトキシエチル）－４－（３－クロロ－４－（（（メチルアミノ）カルボ
ニル）アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（４－（３－エチルウレイド）－３－フルオロ－フェノキシ）－７－メトキシキノ
リン－６－カルボキシリック　アシッド　（２－シアノエチル）アミド
および
　Ｎ－（４－（６－（２－シアノエチル）カルバモイル－７－メトキシ－４－キノリル）
オキシ－２－フルオロフェニル）－Ｎ’－シクロプロピルウレア
を挙げることができる。
　さらに、一般式（Ｉ）で表される化合物のより好適な例としては、
　４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７
－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（エチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド、
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（シクロプロピルアミノ）カルボニル）
アミノ）フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド、
　４－（３－クロロ－４－（メチルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキ
シ－６－キノリンカルボキサミド
および
　Ｎ６－メトキシ－４－（３－クロロ－４－（（（エチルアミノ）カルボニル）アミノ）
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドを挙げることができる。
　また、一般式（Ｉ）で表される化合物のさらに好適な例としては、４－（３－クロロ－
４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノ
リンカルボキサミド（式（ＩＩ）参照）を挙げることができる。
　ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉの最も好適な例としては、４－（３－クロロ－４－（シクロプロ
ピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミ
ドのメタンスルホン酸塩を挙げることができる。

　一般式（Ｉ）で表される化合物は、公知の方法で製造でき、例えば、国際公開第０２／
３２８７２号パンフレット（ＷＯ０２／３２８７２）および国際公開第２００５／０６３
７１３号パンフレット（ＷＯ２００５／０６３７１３）のいずれかに記載された方法によ
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　また、本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は、ＦＧＦＲ２のキナーゼ活性を阻害する
活性を有する限り、上記一般式（Ｉ）に含まれない化合物でもよい（以下、「ＦＧＦＲ２
阻害物質ＩＩ」と称する場合がある）。ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩとして、例えば、
　５－（５－フルオロ－２－オキソ－１，２－ジヒドロインドール－３－イリデンメチル
）－２，４－ジメチル－１Ｈ－ピロール－３－カルボキシリック　アシッド　（２－ジエ
チルアミノエチル）アミド（以下、「ＳＵ１１２４８」ともいう。Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ
　Ｍｅｄｉｃｉｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ．，４６：１１１６－９，２００３．、ＷＯ
０１／０６０８１４）（式（ＩＩＩ）参照）、

　Ｎ－（３－トリフルオロメチル－４－クロロフェニル）－Ｎ’－（４－（２－メチルカ
ルバモイルピリジン－４－イル）オキシフェニル）ウレア（以下、「ＢＡＹ　４３－９０
０６」および「ｓｏｒａｆｅｎｉｂ」ともいう。ＷＯ００／４２０１２）（式（ＩＶ）参
照）、

　６－［２－（メチルカルバモイル）フェニルスルファニル］－３－Ｅ－［２－（ピリジ
ン－２－イル）エテニル］インダゾール（以下、「ＡＧ０１３７３６」ともいう。ＷＯ０
１／００２３６９）（式（Ｖ）参照）、

　Ｎ－｛２－クロロ－４－［（６，７－ジメトキシ－４－キノリル）オキシ］フェニル｝
－Ｎ’－（５－メチル－３－イソキサゾリル）ウレア（以下、「ＫＲＮ９５１」ともいう
。ＷＯ０２／０８８１１０）（式（ＶＩ）参照）、
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などを挙げることができる。
　ＳＵ１１２４８、ＢＡＹ　４３－９００６、ＡＧ０１３７３６およびＫＲＮ９５１は、
公知の方法で製造することができ、例えば、それぞれの文献に記載された方法で製造する
ことができる。
　本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は、酸または塩基と薬理学的に許容される塩を形
成する場合もある。本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は、これらの薬理学的に許容さ
れる塩をも包含する。酸との塩としては、例えば、塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、リン
酸塩などの無機酸塩およびギ酸、酢酸、乳酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、クエン
酸、酒石酸、ステアリン酸、安息香酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ｐ－ト
ルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸などの有機酸塩などを挙げることができる。また、
塩基との塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩などのアルカリ金属塩、カルシウム塩、
マグネシウム塩などのアルカリ土類金属塩、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ピリ
ジン、ピコリン、ジシクロヘキシルアミン、Ｎ，Ｎ’－ジベンジルエチレンジアミン、ア
ルギニン、リジンなどの有機塩基塩、アンモニウム塩などを挙げることができる。
　また、本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は、これらの溶媒和物として存在する場合
および光学異性体が存在する場合もある。本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質には、そ
れらの溶媒和物および光学異性体が含まれる。溶媒和物は、例えば、水和物、非水和物な
どを挙げることができ、好ましくは水和物を挙げることができる。溶媒は、例えば、水、
アルコール（例えば、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール）、ジメチルホルムア
ミドなどを挙げることができる。
　さらに、本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は、結晶でも無結晶でもよく、また、結
晶多形が存在する場合には、それらのいずれかの結晶形の単一物であっても混合物であっ
てもよい。
　また、本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は、ＦＧＦＲ２阻害物質が生体内で酸化、
還元、加水分解、抱合などの代謝を受けた代謝物をも包含する。また、本発明において、
ＦＧＦＲ２阻害物質は、生体内で酸化、還元、加水分解などの代謝を受けてＦＧＦＲ２阻
害物質を生成する化合物をも包含する。
　なお、本発明のＦＧＦＲ２阻害物質は、好ましくはＦＧＦＲ２のキナーゼ活性を阻害す
る活性（以下、「ＦＧＦＲ２阻害活性」とも称する場合がある）を有する物質である。本
明細書において、「ＦＧＦＲ２のキナーゼ活性」はＦＧＦＲ２が自己または他のタンパク
質のチロシン残基をリン酸化する活性を意味する。
　ＦＧＦＲ２阻害物質の有するＦＧＦＲ２阻害活性の測定方法は、例えば、Ｃｅｌｌ　ｆ
ｒｅｅキナーゼアッセイ、ウエスタンブロット、細胞増殖アッセイ、生存アッセイなどが
あげられる。細胞増殖アッセイは、例えば、トリチウムチミジン取り込み法、ＭＴＴ法、
ＸＴＴ法（ｃｅｌｌ　ｃｏｕｎｔｉｎｇ　ｋｉｔ－８（同仁化学株式会社））、アラマー
ブルー法、ニュートラルレッド法、ＢｒｄＵ法、Ｋｉ６７染色法、ＰＣＮＡ染色法などが
あげられる。生存アッセイは、例えば、ＴＵＮＮＥＬ染色法、Ｃａｓｐａｓｅ－３切断検
出法、ＰＡＲＰ切断検出法などがあげられる。これらの方法は、常法に従い行うことがで
きる（Ｂｌｏｏｄ．２００５，１０５，２９４１－２９４８．，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃ
ａｎｃｅｒ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ．２００５，４，７８７－７９８．）。
　以下、ＦＧＦＲ２阻害活性の測定方法の一例について記載する。
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　ＦＧＦＲ２阻害活性は、Ｃｅｌｌ　ｆｒｅｅキナーゼアッセイによって測定することが
できる。
　ＦＧＦＲ２は、常法に従い遺伝子工学的手法により作製することができる。例えば、Ｂ
ａｃｕｌｏｖｉｒｕｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍの方法により、昆虫細胞（
Ｓｐｏｎｄｏｐｔｅａ　ｆｒｕｇｉｐｅｒｄａ　９（Ｓｆ９））にヒトリコンビナントＧ
ＳＴ融合タンパク質、ヒトリコンビナントヒスチジンタグ融合タンパク質などとして発現
させることができる。また、発現させたリコンビナントタンパク質は、アフィニティーク
ロマトグラフィー（例えば、ＧＳＨ－ａｇａｒｏｓｅ（シグマ社製）またはＮｉ－ＮＴＨ
－ａｇａｒｏｓｅ（キアゲン社製）など）により精製することができる。タンパク質の純
度および同定は、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ、銀染色およびＦＧＦＲ２に対する特異的抗体を用い
たウエスタンブロットにより確認することができる。
　Ｃｅｌｌ　ｆｒｅｅキナーゼアッセイは、以下の通りに行うことができる。
　まず、プレート（例えば、９６ウエル、３８４ウエルなど）の各ウエルに、ＡＴＰ溶液
、被検物質、ＦＧＦＲ２リコンビナントタンパク質５－１０ｍＵおよび０．１ｍｇ／ｍｌ
　Ｐｏｌｙ（Ｇｌｕ，Ｔｙｒ）４：１を含む溶液２５μｌを加えることができる。混合溶
液にＭｇＡＴＰを加えて反応を開始することができる。
　この混合溶液２５μｌには、８ｍＭ　ＭＯＰＳ（ｐＨ７．０）、０．２ｍＭ　ＥＤＴＡ
、２．５ｍＭ　ＭｎＣｌ２、１０ｍＭ　ＭｇＡｃｅｔａｔｅなどを含ませることができる
。このとき、ＡＴＰは、［γ－３２Ｐ］－ＡＴＰ、［γ－３２Ｐ］－ＡＴＰなどの放射性
同位体で標識したＡＴＰを用いることができる。
　反応液を、一定時間インキュベーションした後、３％　ｐｈｏｓｐｈｏｒｉｃ　ａｃｉ
ｄ　５μＬを添加することにより反応を停止させることができる。
　各ウエルは、適宜洗浄操作を行うことができる。
　ＡＴＰの取り込み量を測定することによりＦＧＦＲ２阻害活性を評価することができる
。上記の放射性同位体標識ＡＴＰを用いた場合は、ＡＴＰの取り込み量は、プレート上に
捕捉された放射活性をシンチレーションカウンターで測定することで評価することができ
る。また、反応液のうち一定量をフィルターにスポットし、スポット部分の放射活性をシ
ンチレーションカウンターで測定することで評価することもできる。フィルターは適宜洗
浄操作を行うことができる。
　上記の方法により、化合物のＦＧＦＲ２阻害活性を評価することができる。
２．胃癌治療物質
　本発明において、胃癌治療物質は胃癌の治療に使用される物質、適応症が胃癌である物
質または胃癌に対する抗腫瘍作用を有する物質であればよく、特に限定されるものではな
い。また、本発明において、胃癌治療物質は、有効成分である化合物を製剤化した胃癌治
療剤であってもよい。
　本発明において、胃癌治療物質には、Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅ（カルボコン）、Ｎｉｍｕ
ｓｔｉｎｅ（ニムスチン）、５－フルオロウラシル類縁体（例えば、５－フルオロウラシ
ル、Ｔｅｇａｆｕｒ（テガフール）、ＵＦＴ、Ｄｏｘｉｆｌｕｒｉｄｉｎｅ、Ｃａｒｍｏ
ｆｕｒ、Ｓ－１）、Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ（Ａｄｒｉａｍｙｃｉｎ）、Ｍｉｔｏｍｙｃ
ｉｎ　Ｃ、Ａｃｌａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ、Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ、
Ｉｒｉｎｏｔｅｃａｎ（イリノテカン）、パクリタキセル類縁体（例えばＤｏｃｅｔａｘ
ｅｌ、Ｐａｃｌｉｔａｘｅｌ（パクリタキセル））、Ｃｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍ（Ｃｉｓ
ｐｌａｔｉｎ）などが挙げられ、好ましくは５－フルオロウラシル、Ｓ－１、イリノテカ
ン、Ｄｏｃｅｔａｘｅｌ、ＰａｃｌｉｔａｘｅｌまたはＣｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍであり
、より好ましくはイリノテカン、５－フルオロウラシルまたはパクリタキセルである。胃
癌治療物質は、公知の方法で製造でき、また、購入することができる。
　Ｃａｒｂｏｑｕｏｎｅは、Ｅｓｑｕｉｎｏｎ（エスキノン）（登録商標）（三共）を購
入することによって、入手することができる。
　ニムスチンまたは塩酸ニムスチンは、Ｎｉｄｒａｎ（登録商標）（三共）を購入するこ
とによって、入手することができる。
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　５－フルオロウラシルは、５－ＦＵ（協和発酵工業）を購入することによって、入手す
ることができる。
　Ｔｅｇａｆｕｒ（テガフール）は、Ｆｕｔｒａｆｕｌ（フトラフール）（登録商標）（
大鵬薬品工業）を購入することによって、入手することができる。
　ＵＦＴは、Ｔｅｇａｆｕｒ（テガフール）、ウラシルの合剤を意味する。ＵＦＴは、ユ
ーエフティ（ＵＦＴ）（登録商標）（大鵬薬品工業）を購入することによって、入手する
ことができる。
　Ｄｏｘｉｆｌｕｒｉｄｉｎｅ（ドキシフルリジン）は、Ｆｕｒｔｕｌｏｎ（フルツロン
）（登録商標）（中外製薬）を購入することによって、入手することができる。
　Ｃａｒｍｏｆｕｒ（カルモフール）は、Ｍｉｆｕｒｏｌ（ミフロール）（登録商標）（
シエーリング）を購入することによって、入手することができる。
　Ｓ－１は、Ｔｅｇａｆｕｒ（テガフール）、ギメラシルおよびオテラシルカリウムの合
剤を意味する。Ｓ－１は、ティーエスワン（ＴＳ－１）（登録商標）（大鵬薬品工業）を
購入することによって、入手することができる。
　Ｄｏｘｏｒｕｂｉｃｉｎ（ドキソルビシン）（Ａｄｒｉａｍｙｃｉｎ（アドリアマイシ
ン））または塩酸ドキソルビシンは、Ａｄｒｉａｃｉｎ（アドリアシン）（登録商標）（
協和発酵工業）を購入することによって、入手することができる。
　Ｍｉｔｏｍｙｃｉｎ　Ｃ（マイトマイシンＣ）は、Ｍｉｔｏｍｙｃｉｎ（マイトマイシ
ン）（協和発酵工業）を購入することによって、入手することができる。
　Ａｃｌａｒｕｂｉｃｉｎ（アクラルビシン）または塩酸アクラルビシンは、Ａｃｌａｃ
ｉｎｏｎ（アクラシノン）（登録商標）（アステラス製薬）を購入することによって、入
手することができる。
　Ｐｉｒａｒｕｂｉｃｉｎ（ピラルビシン）または塩酸ピラルビシンは、Ｐｉｎｏｒｕｂ
ｉｎ（ピノルビン）（登録商標）（日本化薬）またはＴｈｅｒａｒｕｂｉｃｉｎ（登録商
標）（明治製菓）を購入することによって、入手することができる。
　Ｅｐｉｒｕｂｉｃｉｎ（エピルビシン）または塩酸エピルビシンは、Ｆａｒｍｏｒｕｂ
ｉｃｉｎ（ファルモルビシン）（登録商標）（協和発酵工業）またはＥｐｉｒｕｂｉｃｉ
ｎ（登録商標）（日本化薬）を購入することによって、入手することができる。
　イリノテカンまたは塩酸イリノテカンは、Ｃａｍｐｔｏ（カンプト）（登録商標）（ヤ
クルト）を購入することによって入手することができる。また、Ｔｏｐｏｔｅｃｉｎ（ト
ポテシン）（登録商標）（第一製薬）を購入することによっても、入手することができる
。
　Ｄｏｃｅｔａｘｅｌ（ドセタキセル）またはドセタキセル水和物は、Ｔａｘｏｔｅｒｅ
（タキソテール）（登録商標）（サノフィ・アベンティス）を購入することによって、入
手することができる。
　Ｐａｃｌｉｔａｘｅｌ（パクリタキセル）は、Ｔａｘｏｌ（タキソール）（登録商標）
（ブリストル・マイヤーズ　スクイブ）を購入することによって、またはＰａｃｌｉｔａ
ｘｅｌ（日本化薬）、Ｐａｃｌｉｔａｘｅｌ（Ｃａｌｂｉｏｃｈｅｍ）を購入することに
よって、入手することができる。
　Ｃｉｓ－ｐｌａｔｉｎｕｍ（Ｃｉｓｐｌａｔｉｎ（シスプラチン））は、Ｒａｎｄａ（
ランダ）（登録商標）（日本化薬）またはＢｒｉｐｌａｔｉｎ（ブリプラチン）（登録商
標）（ブリストル・マイヤーズ　スクイブ）を購入することによって、入手することがで
きる。
　また、本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は未分化型胃癌に対する抗腫瘍作用を有し
ているため、胃癌治療物質には、ＦＧＦＲ２阻害物質も含まれる。この場合、胃癌治療物
質は、好ましくはＦＧＦＲ２阻害物質ＩまたはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩであり、より好ま
しくはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩである。
　本発明において、胃癌治療物質は、酸または塩基と薬理学的に許容される塩を形成する
場合もある。本発明における胃癌治療物質は、これらの薬理学的に許容される塩をも包含
する。酸との塩としては、例えば、塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、リン酸塩などの無機
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酸塩およびギ酸、酢酸、乳酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、クエン酸、酒石酸、ス
テアリン酸、安息香酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン
酸、トリフルオロ酢酸などの有機酸塩などを挙げることができる。また、塩基との塩とし
ては、ナトリウム塩、カリウム塩などのアルカリ金属塩、カルシウム塩、マグネシウム塩
などのアルカリ土類金属塩、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ピリジン、ピコリン
、ジシクロヘキシルアミン、Ｎ，Ｎ’－ジベンジルエチレンジアミン、アルギニン、リジ
ンなどの有機塩基塩、アンモニウム塩などを挙げることができる。
　また、本発明において、胃癌治療物質は、これらの溶媒和物として存在する場合および
光学異性体が存在する場合もある。本発明において、胃癌治療物質には、それらの溶媒和
物および光学異性体が含まれる。溶媒和物は、例えば、水和物、非水和物などを挙げるこ
とができ、好ましくは水和物を挙げることができる。溶媒は、例えば、水、アルコール（
例えば、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール）、ジメチルホルムアミドなどを挙
げることができる。
　さらに、本発明において、胃癌治療物質は、結晶でも無結晶でもよく、また、結晶多形
が存在する場合には、それらのいずれかの結晶形の単一物であっても混合物であってもよ
い。
　また、本発明において、胃癌治療物質は、胃癌治療物質が生体内で酸化、還元、加水分
解、抱合などの代謝を受けた代謝物をも包含する。また、本発明において、胃癌治療物質
は、生体内で酸化、還元、加水分解などの代謝を受けて胃癌治療物質を生成する化合物を
も包含する。
３．医薬組成物、治療剤、キット、治療方法
　本発明は、ＦＧＦＲ２阻害物質と胃癌治療物質とを組み合わせる点に特徴を有するもの
であり、具体的には、（ｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉと胃癌治療物質、（ｉｉ）ＦＧＦＲ２
阻害物質ＩとＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩ、（ｉｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと胃癌治療物
質とを組み合わせる点に特徴を有する未分化型胃癌に対する治療剤、キットおよび治療方
法に関するものである。本発明の治療剤は、好ましくはＦＧＦＲ２を過剰発現している細
胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つ
を含む生体に対して使用される。
　ここで、未分化型胃癌には、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌が含まれる（胃癌取扱い
規約（第１３版））。また、未分化型胃癌では癌細胞が拡散しやすく、線維化してスキル
ス胃癌（ｓｃｉｒｒｈｏｕｓ　ｇａｓｔｒｉｃ　ｃａｎｃｅｒ）となりやすい。そのため
、本発明の治療剤は、低分化腺癌、印環細胞癌、粘液癌およびスキルス胃癌からなる群か
ら選択される少なくとも一つの胃癌に対して有効である。
　本発明の治療剤は、哺乳動物（例、ヒト、ラット、ウサギ、ヒツジ、ブタ、ウシ、ネコ
、イヌ、サルなど）に対して、投与することができる。
　また、本発明の医薬組成物は、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦ
Ｒ２を発現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投
与するための、ＦＧＦＲ２阻害物質と胃癌治療物質、具体的には、（ｉ）ＦＧＦＲ２阻害
物質Ｉと胃癌治療物質、（ｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質ＩとＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩ、（ｉ
ｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと胃癌治療物質とを含有する医薬組成物である。
　本発明の医薬組成物は、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を
発現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含むことを特徴とする疾患
に対する治療剤として使用することができる。前記疾患としては、例えば、未分化型胃癌
などを挙げることができる。
　本発明の医薬組成物は、生体、すなわち、哺乳動物（例、ヒト、ラット、ウサギ、ヒツ
ジ、ブタ、ウシ、ネコ、イヌ、サルなど）に対して、投与することができる。本発明にお
いて、当該生体は、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現し
ている細胞のいずれかを有していてもよいし、これらの全てを有していてもよい。
　本発明において、治療には、疾患の症状を軽減すること、疾患の症状の進行を抑制する
こと、疾患の症状を除去すること、疾患の予後を改善することおよび疾患の再発を予防す
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ることなどが含まれる。
　本発明において、癌に対する治療剤には、抗腫瘍剤、癌転移抑制剤、癌予後改善剤、癌
再発予防剤なども含まれる。
　治療の効果は、レントゲン写真、ＣＴ等の所見や生検の病理組織診断により、または疾
患マーカーの値により確認することができる。
　本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は、「１．ＦＧＦＲ２阻害物質」で記載したとお
りである。本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は、例えば、ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉ、例
えば、一般式（Ｉ）で表される化合物であり、より好ましくは４－（３－クロロ－４－（
シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカ
ルボキサミドであり、より好ましくは４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカ
ルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドのメタンス
ルホン酸塩である。
　他方、本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質は、ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩ、すなわち、
ＦＧＦＲ２阻害作用を示す物質であって、一般式（Ｉ）に含まれない物質であり、好まし
くはＳＵ１１２４８、ＢＡＹ４３－９００６、ＡＧ０１３７３６またはＫＲＮ９５１であ
る。
　本発明において、胃癌治療物質は、「２．胃癌治療物質」で記載したとおりであるが、
好ましくは、イリノテカン、５－クロロウラシルまたはパクリタキセルである。また、Ｆ
ＧＦＲ２阻害物質は未分化型胃癌に対する抗腫瘍作用を有しているため、胃癌治療物質に
は、ＦＧＦＲ２阻害物質を挙げることができる。
　本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質と胃癌治療物質との組み合わせに関する好ましい
態様を以下に示す。
（１）本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質が一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくは
その薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物（ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉ）である
場合は、上記「２．胃癌治療物質」で示した胃癌治療物質と組み合わせて使用することが
好ましい。
（２）本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質が一般式（Ｉ）で表される化合物、もしくは
その薬理学的に許容される塩、またはそれらの溶媒和物（ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉ）である
場合は、一般式（Ｉ）に含まれないＦＧＦＲ２阻害物質（ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩ）、例
えばＳＵ１１２４８、ＢＡＹ４３－９００６、ＡＧ０１３７３６、ＫＲＮ９５１などと組
み合わせて使用することが好ましい。
（３）本発明において、ＦＧＦＲ２阻害物質が一般式（Ｉ）に含まれないＦＧＦＲ２阻害
物質（ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩ）である場合は、上記「２．胃癌治療物質」で示した胃癌
治療物質と組み合わせて使用することが好ましい。
　本発明において、「組み合わせてなる」とは、化合物を併用して用いるための組み合わ
せを意味し、別々の物質を投与時に併用する形態、および混合物としての形態の両方を含
む。
　また、本発明の治療剤は、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩとともに患者に
併用投与するためのＦＧＦＲ２阻害物質Ｉを含む未分化型胃癌に対する治療剤の態様でも
提供される。さらに、本発明の治療剤は、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと
ともに患者に併用投与するための、ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩを含む未分化型胃癌に対する
治療剤または胃癌治療物質を含む胃癌に対する治療剤の態様でも提供される。
　さらに、本発明の医薬組成物は、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧ
ＦＲ２を発現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して
投与するための、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩとともに患者に併用投与す
るためのＦＧＦＲ２阻害物質Ｉを含む医薬組成物の態様でも提供される。また、本発明の
医薬組成物は、前記生体に対して投与するための、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物
質ＩＩとともに患者に併用投与するためのＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩまたは胃癌治療物質を
含む医薬組成物の態様でも提供される。
　ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉ、および胃癌治療物質もしくはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩ、または
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、ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩおよび胃癌治療物質は、同時または別々に投与され得る。「同
時」とは、一つの投与スケジュールにおいて同一のタイミングで投与されることを意味し
、投与の時分が完全に同一である必要はない。「別々」とは、一つの投与スケジュールに
おいて異なるタイミングで投与されることを意味する。
　また、本発明のキットは、ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉを含んでなる製剤と、胃癌治療物質ま
たはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩを含んでなる製剤とをセットにしたことを特徴とするキット
である。さらに、本発明のキットは、ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩを含んでなる製剤と胃癌治
療物質を含んでなる製剤とをセットにしたことを特徴とするキットである。本発明のキッ
トに含まれる製剤は、前記物質を含む限り、その剤形は特に限定されない。本発明のキッ
トは、未分化型胃癌治療用キットとして有用である。
　本発明のキットにおいて、キットに含まれる製剤は、混合されていてもよいし、あるい
は、別個に収納されて一体に包装されていてもよい。また、これらの製剤は、同時に投与
されてもよいし、いずれか一方を先に投与してもよい。
　本発明の治療剤、医薬組成物、キットまたは未分化型胃癌の治療方法において、さらに
一以上の他の抗癌剤を組み合わせてもよい。他の抗癌剤は、抗癌作用を有する製剤であれ
ば、特に限定されない。
　本発明の治療剤、医薬組成物またはキットを使用する場合には、経口もしくは非経口的
に投与することができる。
　本発明の治療剤、医薬組成物またはキットを使用する場合、ＦＧＦＲ２阻害物質の投与
量は、症状の程度、患者の年齢、性別、体重、感受性差、投与方法、投与時期、投与間隔
、医薬製剤の性質、調剤、種類、有効成分の種類等によって異なり、特に限定されないが
、通常成人（体重６０Ｋｇ）１日あたり０．１～１０００ｍｇ、好ましくは０．５～１０
０ｍｇ、さらに好ましくは１～３０ｍｇであり、これを通常１日１～３回に分けて投与す
ることができる。
　本発明の治療剤、医薬組成物またはキットを使用する場合、胃癌治療物質の投与量は、
特に限定されないが、通常成人（体重６０Ｋｇ）１日あたり０．１～６０００ｍｇ、好ま
しくは１０～４０００ｍｇ、さらに好ましくは５０～２０００ｍｇであり、これを通常１
日１～３回に分けて投与することができる。
　使用するＦＧＦＲ２阻害物質Ｉの量は、特に限定されず、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ
２阻害物質ＩＩとの組み合わせによって異なるが、例えば、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ
２阻害物質ＩＩの約０．０１～１００倍（重量比）であり、好ましくは約０．１～１０倍
（重量比）である。
　同様に、使用するＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩの量は、特に限定されず、胃癌治療物質との
組み合わせによって異なるが、例えば、胃癌治療物質の約０．０１～１００倍（重量比）
であり、好ましくは約０．１～１０倍（重量比）である。
　本発明の医薬組成物または治療剤は、そのまま用いることもできるが、通常、適当な添
加剤を混和し製剤化したものを使用することもできる。
　また、本発明のキットに含まれるＦＧＦＲ２阻害物質または胃癌治療物質は、適当な添
加剤を混和し製剤化したものを使用することもできる。
　上記添加剤としては、一般に医薬に使用される、賦形剤、結合剤、滑沢剤、崩壊剤、着
色剤、矯味矯臭剤、乳化剤、界面活性剤、溶解補助剤、懸濁化剤、等張化剤、緩衝剤、防
腐剤、抗酸化剤、安定化剤、吸収促進剤等を挙げることができ、所望により、これらを適
宜組み合わせて使用することもできる。以下に上記添加剤の例を挙げる。
　賦形剤：乳糖、白糖、ブドウ糖、コーンスターチ、マンニトール、ソルビトール、デン
プン、α化デンプン、デキストリン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ケイ酸アルミニ
ウム、ケイ酸カルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、リン酸水素カルシウム
　結合剤：例えばポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチルセルロース、アラビ
アゴム、トラガント、ゼラチン、シェラック、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒ
ドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリビニルピロ
リドン、マクロゴール
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　滑沢剤：ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、フマル酸ステアリルナ
トリウム、タルク、ポリエチレングリコール、コロイドシリカ
　崩壊剤：結晶セルロース、寒天、ゼラチン、炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、ク
エン酸カルシウム、デキストリン、ペクチン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、
カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースカルシウム、クロスカルメロ
ースナトリウム、カルボキシメチルスターチ、カルボキシメチルスターチナトリウム
　着色剤：三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、カルミン、カラメル、β－カロチン、酸化チタ
ン、タルク、リン酸リボフラビンナトリウム、黄色アルミニウムレーキ等、医薬品に添加
することが許可されているもの
　矯味矯臭剤：ココア末、ハッカ脳、芳香散、ハッカ油、竜脳、桂皮末
　乳化剤または界面活性剤：ステアリルトリエタノールアミン、ラウリル硫酸ナトリウム
、ラウリルアミノプロピオン酸、レシチン、モノステアリン酸グリセリン、ショ糖脂肪酸
エステル、グリセリン脂肪酸エステル
　溶解補助剤：ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、安息香酸ベンジル、エ
タノール、コレステロール、トリエタノールアミン、炭酸ナトリウム、クエン酸ナトリウ
ム、ポリソルベート８０、ニコチン酸アミド
　懸濁化剤：前記界面活性剤のほか、例えばポリビニルアルコール、ポリビニルピロリド
ン、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒ
ドロキシプロピルセルロース等の親水性高分子
　等張化剤：ブドウ糖、塩化ナトリウム、マンニトール、ソルビトール
　緩衝剤：リン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸塩などの緩衝液
　防腐剤：メチルパラベン、プロピルパラベン、クロロブタノール、ベンジルアルコール
、フェネチルアルコール、デヒドロ酢酸、ソルビン酸
　抗酸化剤：硫酸塩、アスコルビン酸、α－トコフェロール
　安定化剤：一般に医薬に使用されるもの
　吸収促進剤：一般に医薬に使用されるもの
　また、必要に応じて、ビタミン類、アミノ酸等の成分を配合してもよい。
　また、上記製剤としては、錠剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、カプセル剤、シロップ剤、ト
ローチ剤、吸入剤等の経口剤；坐剤、軟膏剤、眼軟膏剤、テープ剤、点眼剤、点鼻剤、点
耳剤、パップ剤、ローション剤等の外用剤または注射剤を挙げることができる。
　上記経口剤は、上記添加剤を適宜組み合わせて製剤化することができる。なお、必要に
応じてこれらの表面をコーティングしてもよい。
　上記外用剤は、上記添加剤のうち、特に賦形剤、結合剤、矯味矯臭剤、乳化剤、界面活
性剤、溶解補助剤、懸濁化剤、等張化剤、防腐剤、抗酸化剤、安定化剤または吸収促進剤
を適宜組み合わせて製剤化することができる。
　上記注射剤は、上記添加剤のうち、特に乳化剤、界面活性剤、溶解補助剤、懸濁化剤、
等張化剤、緩衝剤、防腐剤、抗酸化剤、安定化剤または吸収促進剤を適宜組み合わせて製
剤化することができる。注射剤は、点滴、筋注、皮下注、皮内注、静注などの方法で使用
することができる。
　本発明の治療剤、医薬組成物またはキットは、上記のＦＧＦＲ２阻害物質および／また
は胃癌治療物質の他に、包装容器、取扱説明書、添付文書等を含んでいてもよい。包装容
器、取扱説明書、添付文書等には、化合物を併用して用いるための組み合わせを記載する
ことができ、また、別々の物質を投与時に併用する形態または混合物としての形態につい
て、用法、用量などを記載することができる。用法、用量は、上記を参照して記載するこ
とができる。
　また、本発明のキットは、（ａ）ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉと、胃癌治療物質またはＦＧＦ
Ｒ２阻害物質ＩＩとを併用して用いることを記載した、包装容器、取扱説明書および添付
文書からなる群から選択される少なくとも一つと、（ｂ）ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉを含む未
分化型胃癌に対する治療剤とを含有する態様であってもよい。さらに、（ａ）’ＦＧＦＲ
２阻害物質ＩＩと胃癌治療物質とを併用して用いることを記載した、包装容器、取扱説明
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書および添付文書からなる群から選択される少なくとも一つと、（ｂ）’ＦＧＦＲ２阻害
物質ＩＩを含む未分化型胃癌に対する治療剤、または胃癌治療物質を含む胃癌に対する治
療剤とを含有する態様であってもよい。
　さらに、本発明のキットは、上記（ａ）と、（ｂ）’’ＦＧＦＲ２を過剰発現している
細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現している細胞からなる群から選択される少なくとも一
つを含む生体に対して投与するための、ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉを含む医薬組成物とを含有
する態様であってもい。また、本発明のキットは、上記（ａ）’と、（ｂ）’’’前記生
体に対して投与するための、ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩまたは胃癌治療物質を含む医薬組成
物とを含有する態様であってもよい。
　これらのキットは、未分化型胃癌治療用キットとして有用である。包装容器、取扱説明
書、添付文書等には、併用の態様を記載することができ、また、別々の物質を投与時に併
用する形態または混合物としての形態について、用法、用量などを記載することができる
。用法、用量は、上記治療剤、医薬組成物、キットの記載を参照して設定することができ
る。
　さらに、本発明は、ＦＧＦＲ２阻害物質Ｉと、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質
ＩＩとを患者に有効量投与することを特徴とする、未分化型胃癌に対する治療方法を含む
ものである。また、本発明は、ＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと胃癌治療物質とを患者に有効量
投与することを特徴とする、未分化型胃癌に対する治療方法を含むものである。
　また、本発明は、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現し
ている細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対してＦＧＦＲ２阻害
物質Ｉと胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩとを有効量投与することを特徴とす
る、疾患の治療方法をも含むものである。さらに、本発明は、前記生体に対してＦＧＦＲ
２阻害物質ＩＩと胃癌治療物質とを有効量投与することを特徴とする、疾患の治療方法を
も含むものである。本発明において、上記疾患は、未分化型胃癌であることが好ましい。
　本発明の治療方法において、ＦＧＦＲ２阻害物質の投与経路および投与方法は特に限定
されないが、上記本発明の医薬組成物または治療剤の記載を参照することができる。
　本発明は、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと組み合わせてなる未分化型胃
癌に対する治療剤の製造のためのＦＧＦＲ２阻害物質Ｉの使用を含むものである。また、
本発明は、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと組み合わせてなる未分化型胃癌
に対する治療剤の製造のためのＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩまたは胃癌治療物質の使用を含む
ものである。
　また、本発明は、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現し
ている細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための
、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと組み合わせてなる医薬組成物の製造のた
めのＦＧＦＲ２阻害物質Ｉの使用をも含むものである。また、本発明は、前記生体に対し
て投与するための、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと組み合わせてなる医薬
組成物の製造のためのＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩまたは胃癌治療物質の使用をも含むもので
ある。本発明の使用において、上記医薬組成物は、未分化型胃癌に対する治療剤として有
用である。
　本発明は、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと組み合わせてなる未分化型胃
癌に対する治療剤のためのＦＧＦＲ２阻害物質Ｉを含むものである。また、本発明は、胃
癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと組み合わせてなる未分化型胃癌に対する治療
剤のためのＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩまたは胃癌治療物質を含むものである。
　また、本発明は、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発現し
ている細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するための
、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと組み合わせてなる医薬組成物のためのＦ
ＧＦＲ２阻害物質Ｉをも含むものである。さらに、本発明は、前記生体に対して投与する
ための、胃癌治療物質またはＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩと組み合わせてなる医薬組成物のた
めのＦＧＦＲ２阻害物質ＩＩまたは胃癌治療物質をも含むものである。本発明において、
上記医薬組成物は、未分化型胃癌に対する治療剤として有用である。
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　以下に、具体的な例をもって本発明を示すが、本発明はこれに限られるものではない。
【実施例１】
【０００６】
　ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）における
本発明の化合物と塩酸イリノテカンとの併用
　ヒトスキルス胃癌細胞株ＨＳＣ－３９（免疫生物研究所より購入）を３７℃下、５％炭
酸ガスインキュベーター内においてＲＰＭＩ１６４０（１０％ＦＢＳ含）で約８０％コン
フルレントとなるまで培養し、トリプシン－ＥＤＴＡにより、細胞を回収した。リン酸緩
衝液で、５×１０７ｃｅｌｌｓ／ｍＬ懸濁液を調製し、得られた細胞懸濁液を０．１ｍＬ
ずつヌードマウス体側皮下に移植した。
　移植１２日目より、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミ
ノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドを３，１０，３０ｍｇ／ｋ
ｇ、１日１回、４週間、塩酸イリノテカン（第一製薬）を１００ｍｇ／ｋｇ、４日毎に３
回のスケジュールで、単剤あるいは併用で経口投与した。腫瘍長径および短径をデジマチ
ックキャリパー（Ｍｉｔｓｕｔｏｙｏ）で測定し、以下の式で腫瘍体積、比腫瘍体積を算
出した。
　腫瘍体積（ＴＶ）＝腫瘍長径（ｍｍ）×腫瘍短径２（ｍｍ２）／２
　比腫瘍体積（ＲＴＶ）＝測定日の腫瘍体積／投与開始日の腫瘍体積
　併用群において、ｔｗｏ－ｗａｙ　ＡＮＯＶＡ解析で統計的有意な相互作用が認められ
た場合、相乗効果と判定した。
　その結果、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）は、塩酸イリノテカン
と併用することにより、相加効果が認められ、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピル
アミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドま
たは塩酸イリノテカン単独の効果に比べ、すぐれた抗腫瘍効果を示した（表１，２，３お
よび図１，２，３）。また、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル
）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドは、塩酸イリノテカ
ンと併用することにより、塩酸イリノテカン単独では示すことができないような優れた抗
腫瘍効果が認められた（表１，２，３および図１，２，３）。
【表１】
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【表２】

【表３】

　表１，２，３は、ＨＳＣ－３９皮下移植モデルにおける、４－（３－クロロ－４－（シ
クロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド（表１，２，３中、化合物Ａと示す）の単独投与、塩酸イリノテカンの単独投
与、および４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキ
シ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドと塩酸イリノテカンとの併用の抗腫瘍
効果を示す。投与開始日をｄａｙ１とした。
　以上の結果から、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノ
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドと塩酸イリノテカンとを組み
合わせることにより、すぐれた抗腫瘍活性を示す医薬組成物およびキットが提供され、癌
の治療に用いることが可能となった。
【実施例２】
【０００７】
　ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）における
本発明の化合物と５－フルオロウラシルとの併用
　ヒトスキルス胃癌細胞株ＨＳＣ－３９（免疫生物研究所より購入）を３７℃下、５％炭
酸ガスインキュベーター内においてＲＰＭＩ１６４０（１０％ＦＢＳ含）で約８０％コン
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衝液で、５×１０７ｃｅｌｌｓ／ｍＬ懸濁液を調製し、得られた細胞懸濁液を０．１ｍＬ
ずつヌードマウス体側皮下に移植した。
　移植１３日目より、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミ
ノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドを３，１０，３０ｍｇ／ｋ
ｇ、１日１回、４週間、５－フルオロウラシル（協和発酵工業）を５０ｍｇ／ｋｇ、４日
毎に３回のスケジュールで、単剤あるいは併用で経口投与した。腫瘍長径および短径をデ
ジマチックキャリパー（Ｍｉｔｓｕｔｏｙｏ）で測定し、以下の式で腫瘍体積、比腫瘍体
積を算出した。
　腫瘍体積（ＴＶ）＝腫瘍長径（ｍｍ）×腫瘍短径２（ｍｍ２）／２
　比腫瘍体積（ＲＴＶ）＝測定日の腫瘍体積／投与開始日の腫瘍体積
　併用群において、ｔｗｏ－ｗａｙ　ＡＮＯＶＡ解析で統計的有意な相互作用が認められ
た場合、相乗効果と判定した。
　その結果、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）は、５－フルオロウラ
シルと併用することにより、相加効果が認められ、４－（３－クロロ－４－（シクロプロ
ピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミ
ドまたは５－フルオロウラシル単独の効果に比べ、すぐれた抗腫瘍効果を示した（表４，
５，６および図４，５，６）。また、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカ
ルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドは、５－フ
ルオロウラシルと併用することにより、５－フルオロウラシル単独では示すことができな
いような優れた抗腫瘍効果が認められた（表４，５，６および図４，５，６）。
【表４】
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【表５】

【表６】

　表４，５，６は、ＨＳＣ－３９皮下移植モデルにおける、４－（３－クロロ－４－（シ
クロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド（表４，５，６中、化合物Ａと示す）の単独投与、５－フルオロウラシルの単
独投与、および４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェ
ノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドと５－フルオロウラシルとの併用
の抗腫瘍効果を示す。投与開始日をｄａｙ１とした。
　以上の結果から、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノ
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドと５－フルオロウラシルとを
組み合わせることにより、すぐれた抗腫瘍活性を示す医薬組成物およびキットが提供され
、癌の治療に用いることが可能となった。
【実施例３】
【０００８】
　ヒトスキルス胃癌細胞株（ＨＳＣ－３９）皮下移植モデル（ｉｎ　ｖｉｖｏ）における
本発明の化合物とパクリタキセルとの併用
　ヒトスキルス胃癌細胞株ＨＳＣ－３９（免疫生物研究所より購入）を３７℃下、５％炭
酸ガスインキュベーター内においてＲＰＭＩ１６４０（１０％ＦＢＳ含）で約８０％コン
フルレントとなるまで培養し、トリプシン－ＥＤＴＡにより、細胞を回収した。リン酸緩
衝液で、５×１０７ｃｅｌｌｓ／ｍＬ懸濁液を調製し、得られた細胞懸濁液を０．１ｍＬ
ずつヌードマウス体側皮下に移植した。
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　移植１１日目より、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミ
ノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドを３，１０，３０ｍｇ／ｋ
ｇ、１日１回、４週間、パクリタキセル（Ｃａｌｂｉｏｃｈｅｍ）を１４ｍｇ／ｋｇ、１
日１回、５日間のスケジュールで、単剤あるいは併用で経口投与した。腫瘍長径および短
径をデジマチックキャリパー（Ｍｉｔｓｕｔｏｙｏ）で測定し、以下の式で腫瘍体積、比
腫瘍体積を算出した。
　腫瘍体積（ＴＶ）＝腫瘍長径（ｍｍ）×腫瘍短径２（ｍｍ２）／２
　比腫瘍体積（ＲＴＶ）＝測定日の腫瘍体積／投与開始日の腫瘍体積
　併用群において、ｔｗｏ－ｗａｙ　ＡＮＯＶＡ解析で統計的有意な相互作用が認められ
た場合、相乗効果と判定した。
　その結果、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノ
キシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミド（化合物Ａ）は、パクリタキセルと
併用することにより、相加効果が認められ、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルア
ミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドまた
はパクリタキセル単独の効果に比べ、すぐれた抗腫瘍効果を示した（表７，８，９および
図７，８，９）。また、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）ア
ミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドは、パクリタキセルと併
用することにより、パクリタキセル単独では示すことができないような優れた抗腫瘍効果
が認められた（表７，８，９および図７，８，９）。
【表７】

【表８】
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【表９】

　表７，８，９は、ＨＳＣ－３９皮下移植モデルにおける、４－（３－クロロ－４－（シ
クロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカル
ボキサミド（表７，８，９中、化合物Ａと示す）の単独投与、パクリタキセルの単独投与
、および４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ
）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドとパクリタキセルとの併用の抗腫瘍効果
を示す。投与開始日をｄａｙ１とした。
　以上の結果から、４－（３－クロロ－４－（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノ
フェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリンカルボキサミドとパクリタキセルとを組み合
わせることにより、すぐれた抗腫瘍活性を示す医薬組成物およびキットが提供され、癌の
治療に用いることが可能となった。
　これらの実施例の結果から、ＦＧＦＲ２阻害物質、好ましくは４－（３－クロロ－４－
（シクロプロピルアミノカルボニル）アミノフェノキシ）－７－メトキシ－６－キノリン
カルボキサミドは、胃癌治療物質、好ましくは、イリノテカン、５－フルオロウラシル、
パクリタキセルと併用することにより、すぐれた抗腫瘍活性を示すことが明らかになった
。
【産業上の利用可能性】
【０００９】
　本発明により、すぐれた抗腫瘍活性を示す未分化型胃癌に対する治療剤、キット、およ
び治療方法、前記治療剤の製造のためのＦＧＦＲ２阻害物質の使用ならびに前記治療剤の
ためのＦＧＦＲ２阻害物質が提供される。
　より具体的には、
　より具体的には、
（ｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）で表される化合物と胃癌治療剤、
（ｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）で表される化合物と一般式（Ｉ）に含
まれないＦＧＦＲ２阻害物質、
（ｉｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）に含まれないＦＧＦＲ２阻害物質と
胃癌治療剤
とを組み合わせることにより、すぐれた抗腫瘍活性を示す未分化型胃癌に対する治療剤、
キットおよび治療方法が提供され、未分化型胃癌の治療に用いることが可能となった。
　また、本発明により、ＦＧＦＲ２を過剰発現している細胞および変異型ＦＧＦＲ２を発
現している細胞からなる群から選択される少なくとも一つを含む生体に対して投与するた
めの、医薬組成物およびキット、前記生体に対する疾患の治療方法、前記医薬組成物の製
造のためのＦＧＦＲ２阻害物質の使用ならびに前記医薬組成物のためのＦＧＦＲ２阻害物
質が提供される。
　より具体的には、
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（ｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）で表される化合物と胃癌治療剤、
（ｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）で表される化合物と一般式（Ｉ）に含
まれないＦＧＦＲ２阻害物質、
（ｉｉｉ）ＦＧＦＲ２阻害物質、例えば一般式（Ｉ）に含まれないＦＧＦＲ２阻害物質と
胃癌治療剤
とを組み合わせることにより、すぐれた抗腫瘍活性を示す医薬組成物、キットおよび前記
生体に対する治療方法が提供され、疾患の治療に用いることが可能となった。
［配列表］



(92) JP 5319306 B2 2013.10.16

10

20

30

40



(93) JP 5319306 B2 2013.10.16

10

20

30

40



(94) JP 5319306 B2 2013.10.16

10

20

30

40



(95) JP 5319306 B2 2013.10.16

10

20

30

40



(96) JP 5319306 B2 2013.10.16

10

20

30

40



(97) JP 5319306 B2 2013.10.16

10

20



(98) JP 5319306 B2 2013.10.16

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】
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