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(57)【要約】
本発明は、置換キサンチン誘導体およびその薬学的に許容される塩である新規の化合物に
関する。例えば、本発明は、ペンチフィリンの誘導体である新規の置換キサンチン誘導体
に関する。本発明はまた、1つまたは複数の本発明の化合物と担体とを含む組成物、なら
びに、ペンチフィリンおよび関連化合物が有利である疾患および状態を治療する方法にお
ける開示の化合物および組成物の使用を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式A

の化合物、またはその薬学的に許容される塩：
式中、
　X1a、X1b、X2a、X2b、X3a、X3b、X4a、X4b、X5a、X5b、およびX6が、各々、独立して水
素または重水素であり；
　R1、R2、およびR3が、各々、独立してCH3またはCD3であり；
　但し各Xが水素である場合、少なくとも1つのRがCD3である。
【請求項２】
　X1aおよびX1bが、各々、水素である、請求項1に記載の化合物。
【請求項３】
　X1aおよびX1bが、各々、重水素である、請求項1に記載の化合物。
【請求項４】
　X1aが重水素であり、X1bが水素である、請求項1に記載の化合物。
【請求項５】
　X1aおよびX1bを有する炭素が以下の立体化学

を有する、請求項4に記載の化合物。
【請求項６】
　X1aおよびX1bを有する炭素が以下の立体化学

を有する、請求項4に記載の化合物。
【請求項７】
　X2aおよびX2bが、各々、水素である、請求項1～6のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項８】
　X2aおよびX2bが、各々、重水素である、請求項1～6のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項９】
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　R1がCH3である、請求項1～8のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１０】
　R1がCD3である、請求項1～8のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１１】
　R2がCH3である、請求項1～10のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１２】
　R2がCD3である、請求項1～10のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１３】
　R3がCH3である、請求項1～12のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１４】
　R3がCD3である、請求項1～12のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１５】
　各X2が水素であり；各X3が水素であり；各X4が水素であり；各X5が水素である、請求項
1～6のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１６】
　各X2が重水素であり；各X3が重水素であり；各X4が重水素であり；各X5が重水素である
、請求項1～6のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１７】
　各X2が重水素であり；各X3が重水素であり；各X4が重水素であり；各X5が水素である、
請求項1～6のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１８】
　各X2が水素であり；各X3が水素であり；各X4が水素であり；各X5が重水素である、請求
項1～6のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１９】
　式B

の化合物、またはその薬学的に許容される塩：
式中、
　R3およびR2が、各々、独立して-CH3および-CD3より選択され；X3aおよびX3bが、各々水
素であるか、または各々重水素であり；X4aおよびX4bが、各々水素であるか、または各々
重水素であり；X5aおよびX5bが、各々水素であるか、または各々重水素であり；X6が水素
または重水素であり；かつ、(a)X1aが重水素であり、X1bが水素である、または(b)X1aお
よびX1bが、各々水素であるか、もしくは各々重水素である。
【請求項２０】
　X1aおよびX1bが、各々、水素である、請求項19に記載の化合物。
【請求項２１】
　X1aおよびX1bが、各々、重水素である、請求項19に記載の化合物。
【請求項２２】
　各X3、各X4、および各X5が水素である、請求項19、20、または21に記載の化合物。
【請求項２３】
　各X3、各X4、および各X5が重水素である、請求項19、20、または21に記載の化合物。
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【請求項２４】
　R3およびR2が、各々、-CD3である、請求項19～23のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項２５】
　R3およびR2が、各々、-CH3である、請求項19～23のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項２６】
　R3が-CH3であり、R2が-CD3である、請求項19～23のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項２７】
　R2が-CH3であり、R3が-CD3である、請求項19～23のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項２８】
　X6が重水素である、請求項19～27のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項２９】
　X6が水素である、請求項19～27のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項３０】
　X1aが重水素であり、X1bが水素である、請求項19に記載の化合物。
【請求項３１】
　化合物が、式B-I

を有するか、またはその薬学的に許容される塩である、請求項19または30に記載の化合物
。
【請求項３２】
　化合物が、式B-II

を有するか、またはその薬学的に許容される塩である、請求項19または30に記載の化合物
。
【請求項３３】
　重水素と指定されていない任意の原子が、その天然同位体存在度で存在する、上記請求
項のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項３４】
　化合物が、表1
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の化合物からなる群より選択される化合物であるか、またはその薬学的に許容される塩で
ある、請求項1に記載の化合物。
【請求項３５】
　請求項1または19に記載の化合物と薬学的に許容される担体とを含む、薬学的組成物。
【請求項３６】
　有効量の請求項1もしくは19に記載の化合物または請求項35に記載の組成物を患者へ投
与する工程を含む、治療の必要がある患者において疾患または状態を治療する方法であっ
て、該疾患が、糖尿病性腎症、高血圧性腎症、または四肢の慢性閉塞性動脈疾患に基づく
間欠性跛行より選択される、方法。
【請求項３７】
　有効量の請求項1もしくは19に記載の化合物または請求項35に記載の組成物を患者へ投
与する工程を含む、治療の必要がある患者において慢性腎疾患を治療する方法。
【請求項３８】
　慢性腎疾患が、糸球体腎炎、巣状分節性糸球体硬化症、ネフローゼ症候群、逆流性尿路
疾患、または多発性嚢胞腎である、請求項37に記載の方法。
【請求項３９】
　有効量の請求項1もしくは19に記載の化合物または請求項35に記載の組成物を患者へ投
与する工程を含む、治療の必要がある患者において肝臓の慢性疾患を治療する方法。
【請求項４０】
　肝臓の慢性疾患が、非アルコール性脂肪性肝炎、脂肪肝変性または他の食事誘発性高脂
肪またはアルコール誘発性組織変性状態、肝硬変、肝不全、またはアルコール性肝炎であ
る、請求項39に記載の方法。
【請求項４１】
　有効量の請求項1もしくは19に記載の化合物または請求項35に記載の組成物を患者へ投
与する工程を含む、治療の必要がある患者において糖尿病関連疾患または状態を治療する
方法であって、該疾患または状態が、インスリン抵抗性、網膜症、糖尿病性潰瘍、放射線
関連壊死、急性腎不全、または薬物誘発性腎毒性より選択される、方法。
【請求項４２】
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　有効量の請求項1もしくは19に記載の化合物または請求項35に記載の組成物を患者へ投
与する工程を含む、治療の必要がある患者において間欠性跛行を治療する方法。
【請求項４３】
　有効量の請求項1もしくは19に記載の化合物または請求項35に記載の組成物を患者へ投
与する工程を含む、治療の必要がある患者において疾患または状態を治療する方法であっ
て、該疾患または状態が、インスリン依存性糖尿病；インスリン非依存性糖尿病；メタボ
リックシンドローム；肥満症；インスリン抵抗性；脂質異常症；耐糖能異常；高血圧症；
高脂血症；高尿酸血症；痛風；および凝固能亢進より選択される、方法。
【請求項４４】
　有効量の請求項1もしくは19に記載の化合物または請求項35に記載の組成物を患者へ投
与する工程を含む、治療の必要がある患者において疾患または状態を治療する方法であっ
て、該疾患または状態が、貧血、グレーブス病、網膜静脈閉塞症、ループス腎炎、黄班変
性症、脊髄形成異常症、HIV由来のそう痒症、肺高血圧症、網膜動脈閉塞症、小腸炎、虚
血性視神経症、急性膵炎、鎌状赤血球貧血、およびβサラセミアより選択される、方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、その全ての教示が参照により本明細書に組み入れられる、2012年4月13日に
出願された米国特許仮出願第61/623,858号の恩典を主張する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　現在の医薬の多くは、その幅広い利用の妨げとなる乏しい吸収、分布、代謝、および／
または排出（Absorption Distribution Metabolism Excretion (ADME)）特性に悩まされ
ている。乏しいADME特性は、臨床試験における薬剤候補の失敗例の主な理由でもある。い
くつかのADME特性を改善するために製剤化技術やプロドラッグ戦略を採用することも可能
であるが、これらのアプローチは多くの薬剤や薬剤候補に存在する固有のADMEに関する課
題が克服できていない。固有の課題の一つは、速い代謝であり、さもなければ疾患の治療
に極めて効果があり得る多くの薬剤は、これにより体からの除去が速過ぎてしまう。速い
薬剤除去に対する可能な解決策は、薬剤の血漿濃度が十分に高い値に達するための頻繁な
、または高用量での投薬である。しかしながら、これは患者が投与計画を順守しない、高
用量に伴う副作用の深刻化、および治療費の増加などといった治療に関する多数の潜在的
な問題を引き起こす。
【０００３】
　幾つかの限定された例においては、急速に除去される重要な薬剤と共に代謝阻害剤が共
投与される。これが当てはまるものとしては、HIV感染症の治療に用いられるプロテアー
ゼ阻害剤クラスの薬剤がある。これらの薬剤は、典型的には、それらの代謝に関与する酵
素、チトクロムP450酵素CYP3A4、の阻害剤であるリトナビルと共に投与される。リトナビ
ル自体にも副作用があり、これは既に種々の薬剤の組み合わせを服用する必要があるHIV
患者に対して、更なる丸薬負担となる。同様に、急速なCYP2D6による代謝を受けるデキス
トロメトルファンは、CYP2D6阻害剤キニジンと組み合わせて仮性球麻痺病の治療のために
試験されている。
【０００４】
　一般的に、薬剤をチトクロムP450阻害剤と組み合わせる方法は薬剤除去を減少させるた
めの良好な戦略ではない。CYP酵素活性の阻害は、同じ酵素により代謝される他の薬剤の
代謝や除去にも影響を与える可能性がある。これはそれら他の薬剤を有毒なレベルで体内
に蓄積させる可能性がある。
【０００５】
　成功すれば、薬剤の代謝特性を改善するための潜在的に魅力的な戦略は、重水素修飾で
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ある。このアプローチにおいては、1つ以上の水素原子を重水素原子に置き換えることに
より、CYPに媒介される薬剤の代謝を減速させようとするものである。重水素は、安全、
安定、かつ非放射性である水素の同位元素である。水素と比較して重水素は炭素とより強
い結合を形成する。限定された例において、重水素からもたらされた結合の増強は、薬剤
のADME特性に対して良い影響を与えることができ、薬剤の効力、安全性、および耐容性を
改善する可能性を作り出す。同時に、重水素の大きさや形は本質的に水素のそれと同一で
あることから、重水素での水素の置換は、水素のみを含む最初の化学物質と比較して薬剤
の生化学的効力や選択性に影響を与えるものとは期待されない。
【０００６】
　この35年間、代謝速度に対する重水素置換の影響は、ごく一部の認可された薬剤におい
て報告されている（例えば、Blake, MI et al, J Pharm Sci, 1975, 64:367-91（非特許
文献1）、Foster, AB, Adv Drug Res 1985, 14:1-40（非特許文献2） ("Foster")、Kushn
er, DJ et al, Can J Physiol Pharmacol 1999, 79-88（非特許文献3）、Fisher, MB et 
al, Curr Opin Drug Discov Devel, 2006, 9:101-09（非特許文献4） ("Fisher"))を参照
のこと）。結果は変わりやすく、予測不可能である。一部の化合物において重水素化は、
生体内における代謝クリアランスを低下させた。一方、他の化合物においては代謝に変化
は認められなかった。また別の化合物においては、代謝クリアランスの低下が示された。
重水素効果が可変的であることから、専門家らは、重水素修飾が有害な代謝を抑制するた
めの実行可能な薬剤設計戦略であることを疑問に思うか、または却下するようになった。
（Fosterのp. 35とFisherのp.101を参照のこと。）
【０００７】
　薬剤の代謝特性に対する重水素修飾の影響は、重水素原子が既知の代謝部位に組み込ま
れた場合であっても予測することができない。実際に重水素化した薬剤を調製し、検定す
ることによってのみ、その非重水素化対応物と代謝速度が異なるのか否か、異なる場合は
どのように異なるのかを判定することができる。多くの薬剤には代謝可能な部位が複数存
在する。代謝への影響が少しでもあるとしたら、それを認めるために必要な重水素置換の
部位（1つまたは複数）および必要な重水素化の程度は薬剤それぞれにおいて異なるであ
ろう。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Blake, MI et al, J Pharm Sci, 1975, 64:367-91
【非特許文献２】Foster, AB, Adv Drug Res 1985, 14:1-40
【非特許文献３】Kushner, DJ et al, Can J Physiol Pharmacol 1999, 79-88
【非特許文献４】Fisher, MB et al, Curr Opin Drug Discov Devel, 2006, 9:101-09
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は、置換キサンチン誘導体およびその薬学的に許容される塩である新規の化合物
に関する。例えば、本発明は、ペンチフィリンに構造的に関連する新規の置換キサンチン
誘導体に関する。本発明はまた、1つまたは複数の本発明の化合物および担体を含む組成
物、ならびに、ペンチフィリンおよび関連化合物が有利である疾患および状態を治療する
方法における開示の化合物および組成物の使用を提供する。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
発明の詳細な説明
　用語「改善する」および「治療する」は、交換可能に使用され、治療的処置および予防
的処置の両方を含む。両方の用語とも、疾患（例えば、本明細書に記載される疾患または
障害）の発症または進行を減少させる、抑制する、弱める、少なくする、阻止する、また
は安定させること、疾患の重篤度を低下すること、または、疾患と関連する症状を改善す
ることを意味する。
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【００１１】
　「疾患」は、細胞、組織、または器官の正常な機能を損傷するまたはこれらに干渉する
任意の状態または障害を意味する。
【００１２】
　合成に使用された化学物質の起源に依存して、合成された化合物において、天然同位体
存在度のいくらかのばらつきが生じることが認識される。従って、ペンチフィリンの作製
は、少量の重水素化アイソトポログ（isotopologue）を本質的に含有する。このばらつき
にもかかわらず、天然に豊富で安定な水素および炭素同位体の濃度は、本発明の化合物の
安定な同位体置換の程度と比較して、小さく、取るに足らない。例えば、Wada E et al.,
 Seikagaku 1994, 66: 15；Gannes LZ et al., Comp Biochem Physiol Mol Integr Physi
ol 1998, 119:725を参照のこと。本発明の化合物において、特定の位置が重水素を有する
と指定される場合、その位置での重水素の存在度は、0.015％である重水素の天然存在度
よりも実質的に高いことが理解される。重水素を有すると指定される位置は、前記化合物
中の重水素と指定される各原子において、少なくとも3340（50.1％の重水素組み込み）の
最小同位体濃縮係数を典型的に有する。
【００１３】
　用語「同位体濃縮係数」は、本明細書において使用される場合、特定の同位体の同位体
存在度および天然存在度の比率を意味する。
【００１４】
　他の態様において、本発明の化合物は、各々の指定される重水素原子について、少なく
とも3500（各々の指定される重水素原子で52.5％の重水素組み込み）、少なくとも4000（
60％の重水素組み込み）、少なくとも4500（67.5％の重水素組み込み）、少なくとも5000
（75％の重水素）、少なくとも5500（82.5％の重水素組み込み）、少なくとも6000（90％
の重水素組み込み）、少なくとも6333.3（95％の重水素組み込み）、少なくとも6466.7（
97％の重水素組み込み）、少なくとも6600（99％の重水素組み込み）、または少なくとも
6633.3（99.5％の重水素組み込み）の同位体濃縮係数を有する。
【００１５】
　本発明の化合物において、特定の同位体と明確に指定されていない原子は、その原子の
安定な同位体を示すように意図される。特に記載されない限り、ある位置が「H」または
「水素」と明確に指定される場合、その位置は、その天然存在度同位体組成で水素を有す
ると理解される。さらに、特に記載されない限り、ある位置が「D」または「重水素」と
明確に指定される場合、その位置は、0.015％である重水素の天然存在度よりも少なくと
も3340倍高い存在度で重水素を有すると理解される（即ち、重水素の少なくとも50.1％の
組み込み）。
【００１６】
　用語「アイソトポログ」は、その同位体組成のみが本発明の特定の化合物と相違する種
類を指す。
【００１７】
　用語「化合物」は、本発明の化合物を参照する場合、分子の構成原子間に同位体のばら
つきが存在し得ることを除いては、同一の化学構造を有する分子の集団を指す。従って、
示される重水素原子を含有する特定の化学構造によって示される化合物はまた、その構造
中における1つまたは複数の指定される重水素位置で水素原子を有するより少ない量のア
イソトポログを含むことが、当業者に明らかである。本発明の化合物中のこのようなアイ
ソトポログの相対量は、化合物を作製するために使用される重水素化試薬の同位体純度、
および化合物を作製するために使用される種々の合成工程における重水素の組み込み効率
を含む多数の因子に依存する。しかし、上述したように、このようなアイソトポログの相
対量は、全体として、化合物の49.9％未満である。
【００１８】
　本発明はまた、本発明の化合物の塩を提供する。本発明の化合物の塩は、酸と化合物の
塩基性基、例えば、アミノ官能基との間で、または、塩基と化合物の酸性基、例えば、カ
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ルボキシル官能基との間で、形成される。別の態様によれば、化合物は、薬学的に許容さ
れる酸付加塩である。
【００１９】
　用語「薬学的に許容される」は、本明細書において使用される場合、正しい医学的判断
の範囲内で、過度の毒性、刺激、アレルギー反応などを伴わずにヒトおよび他の哺乳動物
の組織と接触して使用するのに好適であり、かつ、合理的な利益／リスク比に釣り合う成
分を指す。「薬学的に許容される塩」は、レシピエントへ投与されると、本発明の化合物
を直接的にまたは間接的に提供することができる任意の非毒性塩を意味する。「薬学的に
許容される対イオン」は、レシピエントへ投与され、塩から放出される際に、毒性のない
塩のイオン部分である。
【００２０】
　薬学的に許容される塩を形成するために一般的に使用される酸としては、無機酸、例え
ば、硫化水素、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸およびリン酸、ならびに有機酸、
例えば、p-トルエンスルホン酸、サリチル酸、酒石酸、二酒石酸、アスコルビン酸、マレ
イン酸、ベシル酸、フマル酸、グルコン酸、グルクロン酸、ギ酸、グルタミン酸、メタン
スルホン酸、エタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、乳酸、シュウ酸、p-ブロモフェニ
ルスルホン酸、炭酸、コハク酸、クエン酸、安息香酸および酢酸、ならびに関連する無機
酸および有機酸が挙げられる。従って、このような薬学的に許容される塩としては、硫酸
塩、ピロ硫酸塩、重硫酸塩、亜硫酸塩、重亜硫酸塩、リン酸塩、一水素リン酸塩、二水素
リン酸塩、メタリン酸塩、ピロリン酸塩、塩化物、臭化物、ヨウ化物、酢酸塩、プロピオ
ン酸塩、デカン酸塩、カプリル酸塩、アクリル酸塩、ギ酸塩、イソ酪酸塩、カプリン酸塩
、ヘプタン酸塩、プロピオル酸塩、シュウ酸塩、マロン酸塩、コハク酸塩、スベリン酸塩
、セバシン酸塩、フマル酸塩、マレイン酸塩、ブチン-1,4-ジオエート、ヘキシン-1,6-ジ
オエート、安息香酸塩、クロロ安息香酸塩、メチル安息香酸塩、ジニトロ安息香酸塩、ヒ
ドロキシ安息香酸塩、メトキシ安息香酸塩、フタル酸塩、テレフタル酸塩、スルホン酸塩
、キシレンスルホン酸塩、フェニル酢酸塩、フェニルプロピオン酸塩、フェニル酪酸塩、
クエン酸塩、乳酸塩、β-ヒドロキシ酪酸塩、グリコール酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩
、メタンスルホン酸塩、プロパンスルホン酸塩、ナフタレン-1-スルホン酸塩、ナフタレ
ン-2-スルホン酸塩、マンデル酸および他の塩が挙げられる。一態様において、薬学的に
許容される酸付加塩としては、塩酸および臭化水素酸などの鉱酸を用いて形成されるもの
、および特に、マレイン酸などの有機酸を用いて形成されるものが挙げられる。
【００２１】
　本発明はまた、本発明の化合物の溶媒和物および水和物を含む。本明細書において使用
される場合、用語「水和物」は、非共有結合分子間力によって結合された化学量論または
非化学量論量の水をさらに含む化合物を意味する。本明細書において使用される場合、用
語「溶媒和物」は、非共有結合分子間力によって結合された、水、アセトン、エタノール
、メタノール、ジクロロメタン、2-プロパノールなどの、化学量論または非化学量論量の
溶媒をさらに含む化合物を意味する。
【００２２】
　用語「アルキル」は、1価の飽和炭化水素基を意味する。C1～C6アルキルは1～6個の炭
素原子を有するアルキルである。アルキルは、直鎖または分岐鎖であり得る。アルキル基
の例としては、メチル；エチル；n-プロピルおよびイソプロピルを含む、プロピル；n-ブ
チル、イソブチル、sec-ブチル、およびt-ブチルを含む、ブチル；n-ペンチル、イソペン
チル、およびネオペンチルを含む、ペンチル；ならびにn-ヘキシルおよび2-メチルペンチ
ルを含む、ヘキシルが挙げられる。
【００２３】
　式A、B、B-I、B-II、およびEにおいて、X1aおよびX1b；X2aおよびX2b；X3aおよびX3b；
X4aおよびX4b；X5aおよびX5bの置換基を有する炭素原子は、ある場合においてはキラルで
あり得（X1aおよびX1bが互いに異なる場合；X2aおよびX2bが互いに異なる場合；X3aおよ
びX3bが互いに異なる場合；X4aおよびX4bが互いに異なる場合；X5aおよびX5bが互いに異
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なる場合）、他の場合においてそれはアキラルであり得る（X1aがX1bと同じ場合；X2aがX
2bと同じ場合；X3aがX3bと同じ場合；X4aがX4bと同じ場合；X5aがX5bと同じ場合）ことが
理解される。従って、本発明のキラル化合物は、個々のエナンチオマーとして、またはエ
ナンチオマーのラセミ混合物またはスケールミック混合物（scalemic mixture）として存
在し得る。従って、本発明の化合物は、ラセミおよびスケールミックエナンチオマー混合
物、ならびに別の可能性のある立体異性体を実質的に含まない個々のそれぞれの立体異性
体を包含し得る。用語「他の立体異性体を実質的に含まない」は、本明細書において使用
される場合、他の立体異性体が25％未満、好ましくは、他の立体異性体が10％未満、より
好ましくは、他の立体異性体が5％未満、最も好ましくは、他の立体異性体が2％未満、ま
たは、他の立体異性体が「X」％未満（ここで、Xは、0～100の数である）存在することを
意味する。所定の化合物について個々のエナンチオマーを得るまたは合成する方法は、当
技術分野において公知であり、最終化合物または出発材料または中間体へ、実行可能な場
合、適用され得る。
【００２４】
　特に記載されない限り、開示される化合物が、立体化学を明記することなく、構造によ
って表されるかまたは命名され、かつ、1つまたは複数のキラル中心を有する場合、化合
物の全ての可能性のある立体異性体を示すことが理解される。
【００２５】
　用語「安定な化合物」は、本明細書において使用される場合、その製造を可能にするの
に十分な安定性を有し、かつ、本明細書において詳述される目的（例えば、治療製品への
製剤化、治療化合物の製造における使用のための中間体、単離可能なまたは保存可能な中
間体化合物、治療剤に対して応答性の疾患または状態の治療）について有用であるために
十分な期間の間、化合物の完全性を維持する、化合物を指す。
【００２６】
　「D」は、重水素を指す。「立体異性体」は、エナンチオマーおよびジアステレオマー
の両方を指す。「tert」、「t」、および「t-」は、各々、第3級を指す。「US」は、アメ
リカ合衆国を指す。
【００２７】
　本明細書を通して、可変部は、一般的に（例えば、「各R」）呼ばれ得るか、または具
体的に（例えば、R1、R2、R3など）呼ばれ得る。特に記載されない限り、可変部が一般的
に呼ばれる場合、それはその特定の可変部の全ての具体的な態様を含むことが意味される
。
【００２８】
治療化合物
　本発明は、一つの態様において、式A

の化合物、またはその薬学的に許容される塩を提供し、
式中、
　X1a、X1b、X2a、X2b、X3a、X3b、X4a、X4b、X5a、X5b、およびX6は、各々、独立して水
素または重水素であり；
　R1、R2、およびR3は、各々、独立してCH3またはCD3であり；
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　但し各Xが水素である場合、少なくとも1つのRがCD3である。
【００２９】
　式Aの化合物の一つの態様において、X3aおよびX3bは、各々水素であるか、または各々
重水素である。
【００３０】
　式Aの化合物の一つの態様において、X4aおよびX4bは、各々水素であるか、または各々
重水素である。
【００３１】
　式Aの化合物の一つの態様において、X5aおよびX5bは、各々水素であるか、または各々
重水素である。
【００３２】
　式Aの化合物の一つの態様において、X6は水素である。別の態様において、X6は重水素
である。
【００３３】
　X6が水素である式Aの態様において、一つの局面では各X2は水素であり；各X3は水素で
あり；各X4は水素であり；各X5は水素である。別の局面において、各X2は重水素であり；
各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は重水素である。別の局面において、各
X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は水素である。また
、別の局面において、各X2は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5は
重水素である。
【００３４】
　一つの態様において、各X2は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5

は水素である。
【００３５】
　一つの態様において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり
；各X5は重水素である。
【００３６】
　一つの態様において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり
；各X5は水素である。
【００３７】
　一つの態様において、各X2は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5

は重水素である。
【００３８】
　式Aの化合物の一つの態様において、X1aおよびX1bは、各々、水素である。一つの態様
において、X1aおよびX1bは、各々、重水素である。この態様の一つの局面において、X2a

およびX2bは、各々、水素である。この態様の別の局面において、X2aおよびX2bは、各々
、重水素である。この態様の一つの局面において、R1はCH3である。この態様の別の局面
において、R1はCD3である。この局面の一例において、X2aおよびX2bは、各々、水素であ
る。この態様の一つの局面において、R2はCH3である。この態様の別の局面において、R2

はCD3である。この態様の一つの局面において、R3はCH3である。この態様の別の局面にお
いて、R3はCD3である。この態様の一つの局面において、各X2は水素であり；各X3は水素
であり；各X4は水素であり；各X5は水素である。別の局面において、各X2は重水素であり
；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は重水素である。別の局面において、
各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は水素である。ま
た、別の局面において、各X2は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5

は重水素である。
【００３９】
　式Aの化合物の一つの態様において、X2aおよびX2bは、各々、水素である。別の態様に
おいて、X2aおよびX2bは、各々、重水素である。これらの態様の一つの局面において、R1

はCH3である。これらの態様の一つの局面において、X1aおよびX1bは、各々、水素である
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。これらの態様の一つの局面において、R2はCH3である。これらの態様の別の局面におい
て、R2はCD3である。これらの態様の一つの局面において、R3はCH3である。これらの態様
の別の局面において、R3はCD3である。これらの態様の一つの局面において、各X3は重水
素であり；各X4は重水素であり；各X5は重水素である。別の局面において各X3は重水素で
あり；各X4は重水素であり；各X5は水素である。
【００４０】
　一つの態様においてX1aは重水素でありX1bは水素である。この態様の一つの局面におい
て、X2aおよびX2bは、各々、水素である。この態様の別の局面において、X2aおよびX2bは
、各々、重水素である。この態様の一つの局面において、R1はCH3である。この態様の別
の局面において、R1はCD3である。この局面の一例において、X2aおよびX2bは、各々、水
素である。この態様の一つの局面において、R2はCH3である。この態様の別の局面におい
て、R2はCD3である。この態様の一つの局面において、R3はCH3である。この態様の別の局
面において、R3はCD3である。この態様の一つの局面において、各X2は水素であり；各X3

は水素であり；各X4は水素であり；各X5は水素である。この態様の別の局面において、各
X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は重水素である。こ
の態様の別の局面において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素で
あり；各X5は水素である。この態様の別の局面において、各X2は水素であり；各X3は水素
であり；各X4は水素であり；各X5は重水素である。
【００４１】
　X1aが重水素であってX1bが水素である前記態様の一つの局面において、X1aおよびX1bを
有する炭素は下記の立体化学を有する。

この局面の一例において、X2aおよびX2bは、各々、水素である。この局面の別の例におい
て、X2aおよびX2bは、各々、重水素である。この局面の一例において、R1はCH3である。
この局面の別の例において、R1はCD3である。この局面のもう一つの特定の例において、R
1はCD3であり、X2aおよびX2bは、各々、水素である。この局面の一例において、R2はCH3
である。この局面の別の例において、R2はCD3である。この局面の一例において、R3はCH3
である。この局面の別の例において、R3はCD3である。この局面の一例において、各X2は
水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5は水素である。この局面の別の
例において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は重
水素である。この局面の別の例において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各
X4は重水素であり；各X5は水素である。この局面の別の例において、各X2は水素であり；
各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5は重水素である。
【００４２】
　X1aが重水素であってX1bが水素である前記態様の別の局面において、X1aおよびX1bを有
する炭素は下記の立体化学を有する。

この局面の一例において、X2aおよびX2bは、各々、水素である。この局面の別の例におい
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て、X2aおよびX2bは、各々、重水素である。この局面の一例において、R1はCH3である。
この局面の別の例において、R1はCD3である。この局面のもう一つの特定の例において、R
1はCD3であり、X2aおよびX2bは、各々、水素である。この局面の一例において、R2はCH3
である。この局面の別の例において、R2はCD3である。この局面の一例において、R3はCH3
である。この局面の別の例において、R3はCD3である。この局面の一例において、各X2は
水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5は水素である。この局面の別の
例において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は重
水素である。この局面の別の例において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各
X4は重水素であり；各X5は水素である。この局面の別の例において、各X2は水素であり；
各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5は重水素である。
【００４３】
　式Aの化合物の一態様は、式B

の化合物、またはその薬学的に許容される塩を提供し、
式中、
　R3およびR2は、各々、独立して-CH3および-CD3より選択され；X3aおよびX3bは、各々水
素であるか、または各々重水素であり；X4aおよびX4bは、各々水素であるか、または各々
重水素であり；X5aおよびX5bは、各々水素であるか、または各々重水素であり；X6は水素
または重水素であり；かつ、(a)X1aは重水素であり、X1bは水素である、または(b)X1aお
よびX1bは、各々水素であるか、もしくは各々重水素である。
【００４４】
　一つの態様は、式Bの化合物を提供し、式中、各X3、各X4、および各X5は水素である。
一つの局面において、R3およびR2は、各々、-CD3である。一つの局面において、X6は重水
素である。一つの局面において、X6は水素である。
【００４５】
　別の態様は、式Bの化合物を提供し、式中、各X3、各X4、および各X5は重水素である。
一つの局面において、R3およびR2は、各々、-CD3である。一つの局面において、X6は重水
素である。別の局面において、X6は水素である。
【００４６】
　更に別の態様は、式Bの化合物を提供し、式中、R3およびR2の少なくとも1つは-CD3であ
る。一つの局面において、R3は-CH3であり、R2は-CD3である。一つの局面において、R2は
-CH3であり、R3は-CD3である。一つの局面において、R3およびR2は、各々、-CD3である。
一つの局面において、X6は重水素である。別の局面において、X6は水素である。一つの局
面において、各X3、各X4、および各X5は水素であり、X6は重水素である。別の局面におい
て、各X3、各X4、および各X5は水素であり、X6は水素である。
【００４７】
　式Bの化合物の一態様において、X1aおよびX1bは、各々水素であるか、または各々重水
素である。この態様の一つの局面において、各X3、各X4、および各X5は水素である。この
局面の一例において、R3およびR2は、各々、-CD3である。この局面の一例において、X6は
重水素である。この局面の別の例において、X6は水素である。この態様の別の局面におい
て、各X3、各X4、および各X5は重水素である。この局面の一例において、R3およびR2は、
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各々、-CD3である。この局面の一例において、X6は重水素である。この局面の別の例にお
いて、X6は水素である。この態様の一つの局面において、R3およびR2は、各々、-CH3であ
る。この態様の一つの局面において、R3およびR2の少なくとも1つは-CD3である。この局
面の一例において、R3は-CH3であり、R2は-CD3である。この局面の一例において、R2は-C
H3であり、R3は-CD3である。この局面の一例において、R3およびR2は、各々、-CD3である
。この局面の一例において、X6は重水素である。この局面の別の例において、X6は水素で
ある。この局面の一例において、各X3、各X4、および各X5は水素であり、X6は重水素であ
る。この局面の別の例において、各X3、各X4、および各X5は水素であり、X6は水素である
。
【００４８】
　式Bの化合物の一態様において、X1aは重水素であり、X1bは水素である。この態様の一
つの局面において、各X3、各X4、および各X5は水素である。この局面の一例において、R3

およびR2は、各々、-CD3である。この局面の一例において、X6は重水素である。この局面
の別の例において、X6は水素である。この態様の別の局面において、各X3、各X4、および
各X5は重水素である。この局面の一例において、R3およびR2は、各々、-CD3である。この
局面の一例において、X6は重水素である。この局面の別の例において、X6は水素である。
この態様の一つの局面において、R3およびR2は、各々、-CH3である。この態様の一つの局
面において、R3およびR2の少なくとも1つは、各々、-CD3である。この局面の一例におい
て、R3は-CH3であり、R2は-CD3である。この局面の一例において、R2は-CH3であり、R3は
-CD3である。この局面の一例において、R3およびR2は、各々、-CD3である。この局面の一
例において、X6は重水素である。この局面の別の例において、X6は水素である。この局面
の一例において、各X3、各X4、および各X5は水素であり、X6は重水素である。この局面の
別の例において、各X3、各X4、各X5は水素であり、X6は水素である。
【００４９】
　式Bの化合物の一つの態様において、化合物は式B-I

を有する。
【００５０】
　この態様の一つの局面において、各X3、各X4、および各X5は水素である。この局面の一
例において、R3およびR2は、各々、-CD3である。この局面の一例において、X6は重水素で
ある。この局面の別の例において、X6は水素である。この態様の別の局面において、各X3

、各X4、および各X5は重水素である。この局面の一例において、R3およびR2は、各々、-C
D3である。この局面の一例において、X6は重水素である。この局面の別の例において、X6

は水素である。この態様の一つの局面において、R3およびR2は、各々、-CH3である。この
態様の一つの局面において、R3およびR2の少なくとも1つは、各々、-CD3である。この局
面の一例において、R3は-CH3であり、R2は-CD3である。この局面の一例において、R2は-C
H3であり、R3は-CD3である。この局面の一例において、R3およびR2は、各々、-CD3である
。この局面の一例において、X6は重水素である。この局面の別の例において、X6は水素で
ある。この局面の一例において、各X3、各X4、および各X5は水素であり、X6は重水素であ
る。この局面の別の例において、各X3、各X4、および各X5は水素であり、X6は水素である
。
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【００５１】
　式Bの化合物の一つの態様において、化合物は式B-II

を有する。
【００５２】
　この態様の一つの局面において、各X3、各X4、および各X5は水素である。この局面の一
例において、R3およびR2は、各々、-CD3である。この局面の一例において、X6は重水素で
ある。この局面の別の例において、X6は水素である。この態様の別の局面において、各X3

、各X4、および各X5は重水素である。この局面の一例において、R3およびR2は、各々、-C
D3である。この局面の一例において、X6は重水素である。この局面の別の例において、X6

は水素である。この態様の一つの局面において、R3およびR2は、各々、-CH3である。この
態様の一つの局面において、R3およびR2の少なくとも1つは、各々、-CD3である。この局
面の一例において、R3は-CH3であり、R2は-CD3である。この局面の一例において、R2は-C
H3であり、R3は-CD3である。この局面の一例において、R3およびR2は、各々、-CD3である
。この局面の一例において、X6は重水素である。この局面の別の例において、X6は水素で
ある。この局面の一例において、各X3、各X4、および各X5は水素であり、X6は重水素であ
る。この局面の別の例において、各X3、各X4、および各X5は水素であり、X6は水素である
。
【００５３】
　本発明は、一つの態様において、式E

の化合物、またはその薬学的に許容される塩を提供し、
式中、
　Wは、O、S、S(O)、S(O)2、NH、またはNC1-C6アルキルであり；
　X2a、X2b、X3a、X3b、X4a、X4b、X5a、X5b、およびX6は、各々、独立して水素または重
水素であり；
　R1、R2、およびR3は、各々、独立してCH3またはCD3であり；
　但し各Xが水素である場合、少なくとも1つのRがCD3である。
【００５４】
　式Aの化合物の一つの態様において、X3aおよびX3bは、各々水素であるか、または各々
重水素である。
【００５５】
　式Aの化合物の一つの態様において、X4aおよびX4bは、各々水素であるか、または各々
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重水素である。
【００５６】
　式Aの化合物の一つの態様において、X5aおよびX5bは、各々水素であるか、または各々
重水素である。
【００５７】
　式Aの化合物の一つの態様において、X6は水素である。別の態様において、X6は重水素
である。
【００５８】
　X6が水素である式Aの態様において、一つの局面では各X2は水素であり；各X3は水素で
あり；各X4は水素であり；各X5は水素である。別の局面において、各X2は重水素であり；
各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は重水素である。別の局面において、各
X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は水素である。また
、別の局面において、各X2は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5は
重水素である。
【００５９】
　一つの態様において、各X2は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5

は水素である。
【００６０】
　一つの態様において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり
；各X5は重水素である。
【００６１】
　一つの態様において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり
；各X5は水素である。
【００６２】
　一つの態様において、各X2は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5

は重水素である。
【００６３】
　式Eの化合物の一つの態様において、X2aおよびX2bは、各々、水素である。別の態様に
おいて、X2aおよびX2bは、各々、重水素である。これらの態様の一つの局面において、R1

はCH3である。これらの態様の一つの局面において、WはOである。これらの態様の別の局
面において、WはSである。これらの態様の別の局面において、WはNHである。これらの態
様の別の局面において、WはN-C1C6アルキルである。これらの態様の一つの局面において
、R2はCH3である。これらの態様の別の局面において、R2はCD3である。これらの態様の一
つの局面において、R3はCH3である。これらの態様の別の局面において、R3はCD3である。
これらの態様の一つの局面において、各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は
重水素である。別の局面において、各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は水
素である。
【００６４】
　式Eの化合物の一つの態様において、WはOである。この態様の一つの局面において、X2a

およびX2bは、各々、水素である。この態様の別の局面において、X2aおよびX2bは、各々
、重水素である。この態様の一つの局面において、R1はCH3である。この態様の別の局面
において、R1はCD3である。この局面の一例において、X2aおよびX2bは、各々、水素であ
る。この態様の一つの局面において、R2はCH3である。この態様の別の局面において、R2

はCD3である。この態様の一つの局面において、R3はCH3である。この態様の別の局面にお
いて、R3はCD3である。この態様の一つの局面において、各X2は水素であり；各X3は水素
であり；各X4は水素であり；各X5は水素である。別の局面において、各X2は重水素であり
；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は重水素である。別の局面において、
各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は水素である。別
の局面において、各X2は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5は重水
素である。
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【００６５】
　一つの態様において、WはS、S(O)、またはS(O)2である。この態様の一つの局面におい
て、X2aおよびX2bは、各々、水素である。この態様の別の局面において、X2aおよびX2bは
、各々、重水素である。この態様の一つの局面において、R1はCH3である。この態様の別
の局面において、R1はCD3である。この局面の一例において、X2aおよびX2bは、各々、水
素である。この態様の一つの局面において、R2はCH3である。この態様の別の局面におい
て、R2はCD3である。この態様の一つの局面において、R3はCH3である。この態様の別の局
面において、R3はCD3である。この態様の一つの局面において、各X2は水素であり；各X3

は水素であり；各X4は水素であり；各X5は水素である。この態様の別の局面において、各
X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は重水素である。こ
の態様の別の局面において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素で
あり；各X5は水素である。この態様の別の局面において、各X2は水素であり；各X3は水素
であり；各X4は水素であり；各X5は重水素である。
【００６６】
　一つの態様においてWはNHである。この態様の一つの局面において、X2aおよびX2bは、
各々、水素である。この態様の別の局面において、X2aおよびX2bは、各々、重水素である
。この態様の一つの局面において、R1はCH3である。この態様の別の局面において、R1はC
D3である。この局面の一例において、X2aおよびX2bは、各々、水素である。この態様の一
つの局面において、R2はCH3である。この態様の別の局面において、R2はCD3である。この
態様の一つの局面において、R3はCH3である。この態様の別の局面において、R3はCD3であ
る。この態様の一つの局面において、各X2は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素
であり；各X5は水素である。この態様の別の局面において、各X2は重水素であり；各X3は
重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は重水素である。この態様の別の局面において
、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5は水素である。
この態様の別の局面において、各X2は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり
；各X5は重水素である。
【００６７】
　一つの態様において、WはNC1～C6アルキルであり、ここでC1～C6アルキルは、例えば、
CH3、C2H5、n-C3H7、i-C3H7、n-C4H9、sec-C4H9、i-C4H9、またはt-C4H9である。この態
様の一つの局面において、X2aおよびX2bは、各々、水素である。この態様の別の局面にお
いて、X2aおよびX2bは、各々、重水素である。この態様の一つの局面において、R1はCH3
である。この態様の別の局面において、R1はCD3である。この局面の一例において、X2aお
よびX2bは、各々、水素である。この態様の一つの局面において、R2はCH3である。この態
様の別の局面において、R2はCD3である。この態様の一つの局面において、R3はCH3である
。この態様の別の局面において、R3はCD3である。この態様の一つの局面において、各X2

は水素であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5は水素である。この態様の別
の局面において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であり；各X4は重水素であり；各X5

は重水素である。この態様の別の局面において、各X2は重水素であり；各X3は重水素であ
り；各X4は重水素であり；各X5は水素である。この態様の別の局面において、各X2は水素
であり；各X3は水素であり；各X4は水素であり；各X5は重水素である。
【００６８】
　式Aの化合物の一つの態様において、化合物は、表1の化合物からなる群より選択される
化合物、またはその薬学的に許容される塩である。
【００６９】
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【表１】

【００７０】
　式Eの化合物の一つの態様において、化合物は、WがOである表2の化合物からなる群より
選択される化合物、またはその薬学的に許容される塩である。
【００７１】
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【表２】

【００７２】
　式Eの化合物の一つの態様において、化合物は、WがNHである表3の化合物からなる群よ
り選択される化合物、またはその薬学的に許容される塩である。
【００７３】

【表３】

【００７４】
　式Eの化合物の一つの態様において、化合物は、WがNCH3である表4の化合物からなる群
より選択される化合物、またはその薬学的に許容される塩である。
【００７５】
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【表４】

【００７６】
　式Bの化合物の一つの態様において、化合物は、X1aおよびX1bが、各々、水素であり、X
6が水素である、表5の化合物からなる群より選択される化合物、またはその薬学的に許容
される塩である。
【００７７】
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【表５】

【００７８】
　式Bの化合物の一つの態様において、化合物は、X1aおよびX1bが、各々、重水素であり
、X6が水素である、表6の化合物からなる群より選択される化合物、またはその薬学的に
許容される塩である。
【００７９】
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【表６】

【００８０】
　式B-Iの化合物の一つの態様において、化合物は、X6が水素である表7の化合物からなる
群より選択される化合物、またはその薬学的に許容される塩である。
【００８１】
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【表７】

【００８２】
　式B-IIの化合物の一つの態様において、化合物は、X6が水素である表8の化合物からな
る群より選択される化合物、またはその薬学的に許容される塩である。
【００８３】
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【表８】

【００８４】
　式Bの化合物の一つの態様において、化合物は、X1aが重水素であり、X1bが水素であり
、各化合物がラセミ混合物であり、X6が水素である、表9の化合物からなる群より選択さ
れる化合物、またはその薬学的に許容される塩である。
【００８５】
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【表９】

【００８６】
　前述の態様、例、または局面のうちのいずれかにおいて、重水素と指定されていない任
意の原子は、その天然同位体存在度で存在する。
【００８７】
　式Eの化合物の一つの態様において、化合物は、WがS(O)2である表10の化合物からなる
群より選択される化合物、またはその薬学的に許容される塩である。
【００８８】
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【表１０】

【００８９】
　本発明の化合物の合成は、通常の技術を有する合成化学者によって達成され得る。関連
する手順および中間体は、例えば、特許公報第DE860217号；Sidzhakova, D et al., Farm
atsiya, (Sofia, Bulgaria) 1988, 38(4): 1-5；Davis, PJ et al., Xenobiotica, 1985,
 15(12): 1001-10；Akgun, H et al., J Pharm Sci, 2001, 26(2): 67-71；ドイツ特許出
願公開第DD 274334号；チェコ特許第CS237719号、第CS201558号；PCT特許出願公開第WO95
31450号；ならびに日本特許公報の第JP58150594号、第JP58134092号、第JP58038284号、
第JP57200391号、第JP57098284号、第JP57085387号、第JP57062278号、第JP57080385号、
第JP57056481号、第JP57024385号、第JP57011981号、第JP57024386号、第JP57024382号、
第JP56077279号、第JP56032477号、第JP56007785号、第JP56010188号、第JP56010187号、
第JP55122779号、および第JP55076876号に開示されている。
【００９０】
　このような方法は、本明細書に記載の化合物を合成するために、対応の重水素化された
、任意で他の同位体を含有する試薬および／または中間体を利用して、または化学構造へ
同位体元素を導入するために、当技術分野において公知の標準的な合成プロトコルを用い
て、行われ得る。
【００９１】
例示的な合成
　式Iの化合物を合成するための方法を、下記のスキームに示す。
【００９２】
スキーム1. 各X1が同一であり、各X2が同一であり、各X3が水素であり、各X4が水素であ
り、各X5が水素であり、X6が水素である、式Aの化合物の調製
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【００９３】
　式Aの例示的な化合物は、スキーム1に示されるように、対応するケトンをX1(水素また
は重水素)の原料を用いて還元することにより調製してもよい。
【００９４】
　ケトン1を適切な溶媒に溶解した後、p-トルエンスルホニルヒドラジド等のヒドラジド
を加える。この混合物を、対応するトルエンスルホニルヒドラゾン2を生成するのに十分
な時間攪拌し、その後X1の原料を加えることにより式Aの化合物が提供される。適切なX1

の原料は、重水素化ホウ素ナトリウム(X1a=X1b=重水素の場合)または水素化ホウ素ナトリ
ウム(X1a=X1b=水素の場合)である。
【００９５】
　ケトン類は、例えば、内容が参照により本明細書に組み入れられる米国特許出願公開第
2009-0239886号のスキーム1a～12bに開示されるように調製することができる。
【００９６】
スキーム2. 式Aの化合物の調製
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【００９７】
　式Aの化合物は、上記スキーム2に示されるように調製されてもよい。例えば、この調製
方法は、各X1が重水素であり、各X2が重水素であり、各X3が重水素であり、各X4が重水素
であり、各X5が重水素であり、X6が水素である態様に適している。スキーム2Aに示される
、適宜重水素化されたキサンチン3のアルキル化による式Aの化合物の提供は、例えば、米
国特許出願第12/380,579号に対応する公開された特許出願のスキーム1Aに開示されている
ものに類似した様式で実施されてもよい。スキーム1Aは、参照により本明細書に組み入れ
られる。別の例として、前記アルキル化は、水素化ナトリウムで処理した後、アルキルブ
ロミド等のアルキル化剤と反応させるAuclairの手順(J. Am. Chem. Soc., 2011, 113, 78
53-7858)と同様の方法で実施されてもよい。
【００９８】
　適切に重水素化されたキサンチンは、例えば、米国特許出願第12/380,579号に対応する
公開された特許出願のスキーム13および14に開示されるように調製されてもよい。スキー
ムは、参照により本明細書に組み入れられる。
【００９９】
　X1aが重水素であり、X1bが水素である式Aの化合物は、対応するアルコールの水酸基を
重水素で置換することにより調製されてもよい。一例として、AlthouseらJ. Am. Chem. S
oc. 1966, 88, p.3595-90に開示される方法を用いても良い。この方法は、例えば、スキ
ーム3に示されるように、式B-Iのキラルな化合物などの式Bの化合物の調製に適している
。
【０１００】
スキーム3. 式B-Iの化合物の調製
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【０１０１】
　スキーム3に示すように、式B-Iの化合物は、スキーム3に示されている式を有するアル
コールから、Althouseらに開示されたものに類似した様式で調製されてもよい。アルコー
ルは、例えば、米国特許出願公開第20110077255号のスキーム1Bに開示されているように
調製されてもよい。スキーム1Bは、その全体が参照により本明細書に組み入れられる。
【０１０２】
　式B-IIの化合物は、下記の式

を有するアルコールから、スキーム3に開示されたものに類似した様式で調製されてもよ
い。
【０１０３】
　上記に示される具体的なアプローチおよび化合物は、限定的であるようには意図されな
い。本明細書におけるスキーム中の化学構造は、同一の可変部名（即ち、R1、R2、R3など
）によって同定されるか否かにかかわらず、本明細書中における化合物式中の対応する位
置の化学基定義（部分、原子など）と同一基準で本明細書において定義される可変部を表
す。別の化合物の合成における使用についての化合物構造中の化学基の適合性は、当業者
の知識内にある。
【０１０４】
本明細書におけるスキーム中に明示的には示されていない経路内のものを含む、本発明の
化合物およびそれらの合成前駆体を合成するさらなる方法は、当技術分野における通常の
技術の化学者が用いる手段の範囲内にある。適用可能な化合物の合成に有用な合成化学変
換および保護基方法論（保護および脱保護）は、当技術分野において公知であり、これら
としては、例えば、Larock R, Comprehensive Organic Transformations, VCH Publisher



(30) JP 2015-512947 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

s (1989)；Greene TW et al., Protective Groups in Organic Synthesis, 3rd Ed., Joh
n Wiley and Sons (1999)；Fieser L et al., Fieser and Fieser's Reagents for Organ
ic Synthesis, John Wiley and Sons (1994)；およびPaquette L, ed., Encyclopedia of
 Reagents for Organic Synthesis, John Wiley and Sons (1995)ならびにそれらの続版
に記載されるものが挙げられる。
【０１０５】
　本発明によって想定される置換基および可変部の組み合わせは、安定な化合物を形成さ
せるもののみである。
【０１０６】
組成物
　本発明はまた、有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩；および許容
される担体を含む、パイロジェンフリー組成物を提供する。好ましくは、本発明の組成物
は、薬学的用途のために製剤化され（「薬学的組成物」）、ここで、担体は、薬学的に許
容される担体である。製剤の他の成分と適合性であり、かつ、薬学的に許容される担体の
場合は、医薬中に使用される量ではそのレシピエントに有害でないという意味で、担体は
「許容」される。
【０１０７】
　本発明の薬学的組成物において使用され得る薬学的に許容される担体、アジュバントお
よびビヒクルとしては、イオン交換体、アルミナ、ステアリン酸アルミニウム、レシチン
、血清タンパク質、例えば、ヒト血清アルブミン、緩衝物質、例えば、リン酸塩、グリシ
ン、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、飽和植物性脂肪酸の部分グリセリド混合物、水、
塩または電解質、例えば、硫酸プロタミン、リン酸水素二ナトリウム、リン酸水素カリウ
ム、塩化ナトリウム、亜鉛塩、コロイダルシリカ、三ケイ酸マグネシウム、ポリビニルピ
ロリドン、セルロース系物質、ポリエチレングリコール、カルボキシメチルセルロースナ
トリウム、ポリアクリレート、ワックス、ポリエチレン-ポリオキシプロピレン-ブロック
ポリマー、ポリエチレングリコール、および羊毛脂が挙げられるが、これらに限定されな
い。
【０１０８】
　必要であれば、薬学的組成物における本発明の化合物の溶解性およびバイオアベイラビ
リティーは、当技術分野において周知の方法によって高められ得る。1つの方法としては
、製剤中における脂質賦形剤の使用が挙げられる。"Oral Lipid-Based Formulations: En
hancing the Bioavailability of Poorly Water-Soluble Drugs (Drugs and the Pharmac
eutical Sciences)," David J. Hauss, ed. Informa Healthcare, 2007；および"Role of
 Lipid Excipients in Modifying Oral and Parenteral Drug Delivery: Basic Principl
es and Biological Examples," Kishor M. Wasan, ed. Wiley-Interscience, 2006を参照
のこと。
【０１０９】
　バイオアベイラビリティーを高める別の公知の方法は、ポロキサマー、例えば、LUTROL
（商標）およびPLURONIC（商標）（BASF Corporation）、またはエチレンオキシドとプロ
ピレンオキシドとのブロックコポリマーと共に任意で製剤化される本発明の化合物のアモ
ルファス形態を使用することである。米国特許第7,014,866号；ならびに米国特許出願公
開第20060094744号および第20060079502号を参照のこと。
【０１１０】
　本発明の薬学的組成物は、経口、経直腸、経鼻、局所（頬および舌下を含む）、経膣ま
たは非経口（皮下、筋肉内、静脈内および皮内を含む）投与に好適なものを含む。ある態
様において、本明細書における式の化合物は、（例えば、経皮パッチまたはイオン導入技
術を使用して）経皮投与される。他の製剤は、好都合なことに、単位投薬形態、例えば、
錠剤、徐放性カプセル剤、およびリポソームで提供され得、薬学の技術分野において周知
の任意の方法によって作製され得る。例えば、Remington's Pharmaceutical Sciences, M
ack Publishing Company, Philadelphia, PA (17th ed. 1985)を参照のこと。
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【０１１１】
　このような作製方法は、1つまたは複数の副成分を構成する担体などの成分を、投与さ
れる分子と合わせる工程を含む。一般的に、組成物は、有効成分を、液体担体、リポソー
ム、もしくは微粉化固体担体、または両方と均一かつ十分に合わせ、次いで、必要に応じ
て、製品を成形することによって、作製される。
【０１１２】
　ある態様において、化合物は経口投与される。経口投与に好適な本発明の組成物は、分
離した単位、例えば、各々が所定量の有効成分を含有する、カプセル剤、サシェ剤、また
は錠剤として；散剤または顆粒剤として；水性液体または非水性液体中の液剤または懸濁
剤として；水中油型液体エマルジョンとして；油中水型液体エマルジョンとして；リポソ
ーム中に封入されて；または、ボーラスなどとして提供され得る。軟ゼラチンカプセル剤
が、このような懸濁剤の含有のために有用であり得、これは、化合物吸収速度を有利に増
加させ得る。
【０１１３】
　経口使用のための錠剤の場合、一般的に使用される担体としては、ラクトースおよびコ
ーンスターチが挙げられる。滑沢剤、例えば、ステアリン酸マグネシウムがまた、典型的
に添加される。カプセル剤形態での経口投与について、有用な希釈剤としては、ラクトー
スおよび乾燥コーンスターチが挙げられる。水性懸濁剤が経口投与される場合、有効成分
は、乳化剤および懸濁化剤と合わせられる。必要に応じて、ある甘味剤および／または矯
味矯臭剤および／または着色剤が添加され得る。
【０１１４】
　経口投与に好適な組成物としては、風味付けされた基剤、通常、スクロースおよびアカ
シアまたはトラガカント中に前記成分を含むロゼンジ；ならびに、不活性基剤、例えば、
ゼラチンおよびグリセリン、またはスクロースおよびアカシア中に有効成分を含む香錠が
挙げられる。
【０１１５】
　非経口投与に好適な組成物としては、抗酸化剤、緩衝剤、静菌剤、および意図されるレ
シピエントの血液と製剤を等張にする溶質を含有し得る、水性および非水性滅菌注射液剤
；ならびに、懸濁化剤および増粘剤を含み得る、水性および非水性滅菌懸濁剤が挙げられ
る。製剤は、単位用量または複数回用量容器中に、例えば、密封アンプルおよびバイアル
中に提供され得、使用の直前に、滅菌液体担体、例えば、注射用水の添加のみを必要とす
るフリーズドライ（凍結乾燥）条件において保存され得る。即席の注射液剤および懸濁剤
は、滅菌した散剤、顆粒剤および錠剤から作製され得る。
【０１１６】
　このような注射液剤は、例えば、滅菌した注射可能な水性または油性懸濁剤の形態であ
り得る。この懸濁液は、好適な分散剤または湿潤剤（例えば、Tween 80）および懸濁化剤
を使用して、当技術分野において公知の技術に従って製剤化され得る。滅菌した注射可能
な調製物はまた、非毒性の非経口的に許容される希釈剤または溶媒中の滅菌した注射可能
な液剤または懸濁剤、例えば、1,3-ブタンジオール中の液剤であり得る。使用され得る許
容されるビヒクルおよび溶媒の中には、マンニトール、水、リンゲル液および等張塩化ナ
トリウム溶液がある。さらに、滅菌固定油が、溶媒または懸濁化媒体として通常使用され
る。この目的のために、合成モノまたはジグリセリドを含む、任意の無刺激性の固定油が
使用され得る。脂肪酸、例えば、オレイン酸およびそのグリセリド誘導体は、注射可能物
の作製に有用であり、何故ならば、特にそれらのポリオキシエチル化バージョンの、オリ
ーブ油またはヒマシ油などの、天然の薬学的に許容される油であるためである。これらの
油液剤または懸濁剤はまた、長鎖アルコール希釈剤または分散剤を含有し得る。
【０１１７】
　本発明の薬学的組成物は、経直腸投与用の坐剤の形態で投与され得る。これらの組成物
は、本発明の化合物と、室温では固体であるが直腸温度では液体であり従って直腸中にお
いて融解し活性成分を放出する好適な非刺激性賦形剤とを混合することによって、作製さ
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れ得る。このような材料としては、カカオバター、蜜ろうおよびポリエチレングリコール
が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１１８】
　本発明の薬学的組成物は、経鼻エアロゾルまたは吸入によって投与され得る。このよう
な組成物は、薬学的製剤の技術分野において周知の技術に従って作製され、ベンジルアル
コールまたは他の好適な防腐剤、バイオアベイラビリティーを高めるための吸収促進剤、
フルオロカーボン、および／または当技術分野において公知の他の可溶化剤もしくは分散
剤を使用して、食塩水中の液剤として作製され得る。例えば、Alexza Molecular Deliver
y Corporationへ譲渡された、Rabinowitz JDおよびZaffaroni AC、米国特許第6,803,031
号を参照のこと。
【０１１９】
　本発明の薬学的組成物の局所投与は、所望の治療が局所適用によって容易にアクセス可
能な領域または器官に関係する場合、特に有用である。局所的に皮膚への局所適用につい
て、薬学的組成物は、担体中に懸濁化または溶解された活性成分を含有する、好適な軟膏
剤で製剤化されるべきである。本発明の化合物の局所投与のための担体としては、鉱油、
液体石油、白色石油、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン
化合物、乳化ろう、および水が挙げられるが、これらに限定されない。または、薬学的組
成物は、担体中に懸濁化または溶解された活性化合物を含有する、好適なローションまた
はクリームで製剤化され得る。好適な担体としては、鉱油、モノステアリン酸ソルビタン
、ポリソルベート60、セチルエステルワックス、セテアリルアルコール、2-オクチルドデ
カノール、ベンジルアルコール、および水が挙げられるが、これらに限定されない。本発
明の薬学的組成物はまた、経直腸坐剤製剤によってまたは好適な浣腸製剤で、下部腸管へ
局所的に適用され得る。局所的経皮パッチおよびイオン導入投与もまた、本発明中に含ま
れる。
【０１２０】
　対象治療薬の適用は、関心対象の部位で投与されるように、局所的であり得る。関心対
象の部位で対象組成物を提供するために、注射、カテーテル、トロカール、投射物、プル
ロニックゲル、ステント、持続的薬物放出ポリマー、または内部アクセスを提供する他の
デバイスの使用などの、種々の技術が使用され得る。
【０１２１】
　従って、なお別の態様によれば、本発明の化合物は、人工補綴、人工弁、血管グラフト
、ステント、またはカテーテルなどの移植可能な医療デバイスをコーティングするための
組成物中へ混合され得る。好適なコーティング、およびコーティングされた移植可能なデ
バイスの一般的な作製は、当技術分野において公知であり、米国特許第6,099,562号；第5
,886,026号；および第5,304,121号に例示されている。コーティングは、典型的に、生体
適合性ポリマー材料、例えば、ヒドロゲルポリマー、ポリメチルジシロキサン、ポリカプ
ロラクトン、ポリエチレングリコール、ポリ乳酸、エチレンビニルアセテート、およびそ
れらの混合物である。コーティングは、組成物に制御放出特徴を与えるために、フルオロ
シリコーン、多糖類、ポリエチレングリコール、リン脂質またはそれらの組み合わせの好
適なトップコートによって任意でさらに覆われ得る。侵襲性デバイスについてのコーティ
ングは、それらの用語が本明細書中において使用されるように、薬学的に許容される担体
、アジュバントまたはビヒクルの定義内に含まれる。
【０１２２】
　別の態様によれば、本発明は、移植可能な医療デバイスをコーティングする方法であっ
て、該デバイスと上述のコーティング組成物とを接触させる工程を含む方法を提供する。
デバイスのコーティングが哺乳動物への移植の前に行われることが、当業者に明らかであ
る。
【０１２３】
　別の態様によれば、本発明は、移植可能な薬物放出デバイスを含浸する方法であって、
該薬物放出デバイスと本発明の化合物または組成物とを接触させる工程を含む方法を提供
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する。移植可能な薬物放出デバイスとしては、生分解性ポリマーカプセルまたはブレット
、非分解性拡散性ポリマーカプセル、および生分解性ポリマーウエハーが挙げられるが、
これらに限定されない。
【０１２４】
　別の態様によれば、本発明は、該化合物が治療的に活性となるように、本発明の化合物
または化合物を含む組成物でコーティングされた移植可能な医療デバイスを提供する。
【０１２５】
　別の態様によれば、本発明は、該化合物が該デバイスから放出され、治療的に活性とな
るように、本発明の化合物または化合物を含む組成物で含浸されたかまたはこれを含有す
る移植可能な薬物放出デバイスを提供する。
【０１２６】
　器官または組織が患者からの摘出に起因してアクセス可能である場合、このような器官
または組織が、本発明の組成物を含有する媒体中に浸され得るか、本発明の組成物が、器
官上へ塗布され得るか、または、本発明の組成物が、任意の他の好都合な様式で適用され
得る。
【０１２７】
　別の態様において、本発明の組成物は、第2治療剤をさらに含む。第2治療剤は、ペンチ
フィリンと同一の作用機構を有する化合物と共に投与されると有利な特性を有することが
公知であるかまたは有利な特性を示す任意の化合物または治療剤より選択され得る。この
ような薬剤としては、WO 1997019686、EP 0640342、WO 2003013568、WO 2001032156、WO 
2006035418、およびWO 1996005838に記載されるものが挙げられるがこれらに限定されな
い、ペンチフィリンと併用して有用であると示されたものが挙げられる。
【０１２８】
　好ましくは、第2治療剤は、以下より選択される疾患または状態の治療または予防にお
いて有用な薬剤である：閉塞性末梢血管疾患；糸球体腎炎；ネフローゼ症候群；非アルコ
ール性脂肪性肝炎；リーシュマニア症；肝硬変；肝不全；デュシェンヌ型筋ジストロフィ
ー；遅発性放射線誘発性損傷；放射線誘発性リンパ浮腫；放射線関連壊死；アルコール性
肝炎；放射線関連線維症；未熟児における壊死性腸炎；糖尿病性腎症、高血圧性腎不全、
および他の慢性腎疾患；巣状分節性糸球体硬化症；肺サルコイドーシス；再発性アフタ性
口内炎；乳癌患者の慢性乳房痛；脳腫瘍および中枢神経系腫瘍；栄養失調－炎症－悪液質
症候群；インターロイキン-1媒介疾患；移植片対宿主反応および他の同種移植反応；食事
誘発性脂肪肝状態、アテローム病変、脂肪肝変性および他の食事誘発性高脂肪またはアル
コール誘発性組織変性状態；ヒト免疫不全ウイルス1型（HIV-1）および他のヒトレトロウ
イルス感染症；多発性硬化症；癌；線維増殖性疾患；真菌感染症；薬物誘発性腎毒性；コ
ラーゲン蓄積大腸炎ならびに高レベルの血小板由来成長因子（PDGF）または他の炎症性サ
イトカインを特徴とする他の疾患および／または状態；子宮内膜症；後天性免疫不全症候
群（AIDS）、免疫障害疾患、または多発性硬化症に関連する視神経症およびCNS障害；自
己免疫疾患；上気道ウイルス感染症；うつ病；尿失禁；過敏性腸症候群；敗血性ショック
；アルツハイマー型認知症；神経因性疼痛；排尿困難；網膜または視神経損傷；消化性潰
瘍；インスリン依存性糖尿病；インスリン非依存性糖尿病；糖尿病性腎症；メタボリック
シンドローム；肥満症；インスリン抵抗性；脂質異常症；耐糖能異常；高血圧症；高脂血
症；高尿酸血症；痛風；凝固能亢進；ならびに、好中球走化性および／または脱顆粒に関
連する炎症または損傷。本発明の化合物はまた、眼内圧を制御するために、または、健康
診断によって測定されるこのような制御を必要とする対象において脳血流の自動調節を安
定させるために使用され得る。
【０１２９】
　一態様において、第2治療剤は、α-トコフェロールおよびヒドロキシ尿素より選択され
る。
【０１３０】
　別の態様において、第2治療剤は、糖尿病または関連障害の治療に有用であり、インス
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リンまたはインスリンアナログ、グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）受容体アゴニスト、
スルホニル尿素剤、ビグアナイド剤、α-グルコシダーゼ阻害剤、PPARアゴニスト、メグ
リチニド剤、ジペプチジルペプチダーゼ（DPP）IV阻害剤、他のホスホジエステラーゼ（P
DE1、PDE5、PDE9、PDE10またはPDE1）阻害剤、アミリンアゴニスト、補酵素A阻害剤、お
よび抗肥満薬より選択される。
【０１３１】
　別の態様において、本発明は、本発明の化合物と上述の第2治療剤のいずれか1つまたは
複数との分離した投薬形態を提供し、ここで、該化合物および2治療剤は、互いに結び付
けられている。用語「互いに結び付けられている」は、本明細書において使用される場合
、分離した投薬形態が一緒に販売および投与（互いに24時間未満内に、連続的に、または
同時に）されるように意図されることが容易に明らかであるように、分離した投薬形態が
、一緒にパッケージングされているかまたはそうでなければ互いに結合されていることを
意味する。
【０１３２】
　本発明の薬学的組成物中において、本発明の化合物は、有効量で存在する。本明細書に
おいて使用される場合、用語「有効量」は、適切な投薬レジメンで投与された場合、標的
の障害を（治療的にまたは予防的に）治療するのに十分な量を指す。例えば、有効量は、
治療される障害の重篤度、持続または進行を減らすまたは改善する、治療される障害の前
進を予防する、治療される障害の後退を生じさせる、または、別の療法の予防的または治
療的効果を高めるまたは改善するのに十分である。
【０１３３】
　動物およびヒトについての投薬量（ミリグラム／体表面の平方メートルに基づく）の相
互関係は、Freireich et al., Cancer Chemother. Rep, 1966, 50: 219に記載されている
。体表面積は、患者の身長および体重から近似的に決定され得る。例えば、Scientific T
ables, Geigy Pharmaceuticals, Ardsley, N. Y., 1970, 537を参照のこと。
【０１３４】
　一態様において、本発明の化合物の有効量は、1回の治療当たり20mg～2000mgの範囲内
にある。より具体的な態様において、前記量は、1回の治療当たり、40mg～1000mgの範囲
内、または100mg～800mgの範囲内、またはより具体的には200mg～400mgの範囲内にある。
治療は、典型的に、1日に1～3回実施される。
【０１３５】
　有効用量はまた、当業者によって認識されるように、治療される疾患、疾患の重篤度、
投与経路、患者の性別、年齢および全般的な健康状態、賦形剤使用、他の薬剤の使用など
の他の治療的処置との共使用の可能性、ならびに治療する医師の判断に依存して、変化す
る。例えば、有効用量を選択するためのガイダンスは、ペンチフィリンについての処方情
報を参照することによって決定され得る。
【０１３６】
　第2治療剤を含む薬学的組成物について、第2治療剤の有効量は、その薬剤だけを使用す
る単剤療法レジメにおいて通常使用される投薬量の約20％～100％である。好ましくは、
有効量は、通常の単剤療法用量の約70％～100％である。これらの第2治療剤の通常の単剤
療法投薬量は、当技術分野において周知である。例えば、Wells et al., eds., Pharmaco
therapy Handbook, 2nd Edition, Appleton and Lange, Stamford, Conn. (2000)；PDR P
harmacopoeia, Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2000, Deluxe Edition, Tarascon Publi
shing, Loma Linda, Calif. (2000)を参照のこと。なお、これらの参考文献の各々は、参
照によりそれらの全体が本明細書に組み入れられる。
【０１３７】
　上記で参照された第2治療剤のいくつかは本発明の化合物と相乗的に作用することが予
想される。これが生じる場合、それによって、第2治療剤および／または本発明の化合物
の有効投薬量が、単剤療法において必要とされるものよりも減らされることが可能となる
。これは、第2治療剤または本発明の化合物のいずれかの中毒性副作用の最小化、効能の
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相乗的改善、投与もしくは使用の改善された容易さ、および／または化合物作製もしくは
製剤化の全体的な費用の減少という利点を有する。
【０１３８】
治療方法
　一態様において、本発明は、細胞と、式B、B-I、およびB-IIを含む、式Aの1つまたは複
数の化合物とを接触させる工程を含む、細胞におけるホスホジエステラーゼ（PDE）の活
性を阻害する方法を提供する。
【０１３９】
　そのPDE阻害剤活性に加えて、ペンチフィリンは、多数の他の生物学的因子、例えば、
インターロイキン-1（IL-1）、IL-6、IL-12、TNF-α、フィブリノーゲン、および種々の
成長因子の産生を抑制することが公知である。従って、別の態様において、本発明は、細
胞と式Aの1つまたは複数の化合物とを接触させる工程を含む、細胞におけるインターロイ
キン-1（IL-1）、IL-6、IL-12、TNF-α、フィブリノーゲン、および種々の成長因子の産
生を抑制する方法を提供する。
【０１４０】
　別の態様によれば、本発明は、ペンチフィリンによって有利に治療される、治療の必要
がある患者において疾患を治療する方法であって、有効量の、式Aの化合物、または式Aの
化合物と薬学的に許容される担体とを含む薬学的組成物を、該患者へ投与する工程を含む
方法を提供する。
【０１４１】
　このような疾患は、当技術分野において周知であり、以下の特許および公開された出願
に開示されているが、これらに限定されない：WO 1988004928、EP 0493682、US 5112827
、EP 0484785、WO 1997019686、WO 2003013568、WO 2001032156、WO 1992007566、WO 199
8055110、WO 2005023193、US 4975432、WO 1993018770、EP 0490181、およびWO 19960058
36。このような疾患としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：閉塞性末梢
血管疾患；糸球体腎炎；ネフローゼ症候群；非アルコール性脂肪性肝炎；リーシュマニア
症；肝硬変；肝不全；デュシェンヌ型筋ジストロフィー；遅発性放射線誘発性損傷；放射
線誘発性リンパ浮腫；放射線関連壊死；アルコール性肝炎；放射線関連線維症；未熟児に
おける壊死性腸炎；糖尿病性腎症、高血圧性腎不全、および他の慢性腎疾患；巣状分節性
糸球体硬化症；肺サルコイドーシス；再発性アフタ性口内炎；乳癌患者の慢性乳房痛；脳
腫瘍および中枢神経系腫瘍；栄養失調－炎症－悪液質症候群；インターロイキン1媒介疾
患；移植片対宿主反応および他の同種移植反応；食事誘発性脂肪肝状態、アテローム病変
、脂肪肝変性、および他の食事誘発性高脂肪またはアルコール誘発性組織変性状態；ヒト
免疫不全ウイルス1型（HIV-1）および他のヒトレトロウイルス感染症；多発性硬化症；癌
；線維増殖性疾患；真菌感染症；薬物誘発性腎毒性；コラーゲン蓄積大腸炎ならびに高レ
ベルの血小板由来成長因子（PDGF）または他の炎症性サイトカインを特徴とする他の疾患
および／または状態；子宮内膜症；後天性免疫不全症候群（AIDS）、免疫障害疾患、また
は多発性硬化症に関連する視神経症およびCNS障害；自己免疫疾患；上気道ウイルス感染
症；うつ病；尿失禁；過敏性腸症候群；敗血性ショック；アルツハイマー型認知症；神経
因性疼痛；排尿困難；網膜または視神経損傷；消化性潰瘍；インスリン依存性糖尿病；イ
ンスリン非依存性糖尿病；糖尿病性腎症；メタボリックシンドローム；肥満症；インスリ
ン抵抗性；脂質異常症；耐糖能異常；高血圧症；高脂血症；高尿酸血症；痛風；凝固能亢
進；急性アルコール性肝炎；嗅覚障害；動脈管開存症；ならびに、好中球走化性および／
または脱顆粒に関連する炎症または損傷。
【０１４２】
　式Aの化合物はまた、眼内圧を制御するために、または、健康診断によって測定される
このような制御を必要とする対象において脳血流の自動調節を安定させるために使用され
得る。
【０１４３】
　特定の一態様において、本発明の方法は、以下より選択される、治療の必要がある患者
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において疾患または状態を治療するために使用される：四肢の慢性閉塞性動脈疾患に基づ
く間欠性跛行および他の閉塞性末梢血管疾患；糸球体腎炎；巣状分節性糸球体硬化症；ネ
フローゼ症候群；非アルコール性脂肪性肝炎；リーシュマニア症；肝硬変；肝不全；デュ
シェンヌ型筋ジストロフィー；遅発性放射線誘発性損傷；放射線誘発性リンパ浮腫；アル
コール性肝炎；放射線誘発性線維症；未熟児における壊死性腸炎；糖尿病性腎症、高血圧
性腎不全および他の慢性腎疾患；肺サルコイドーシス；再発性アフタ性口内炎；乳癌患者
の慢性乳房痛；脳腫瘍および中枢神経系腫瘍；肥満症；急性アルコール性肝炎；嗅覚障害
；子宮内膜症関連不妊症；栄養失調－炎症－悪液質症候群；および動脈管開存症。
【０１４４】
　一態様において、本発明の方法は、糖尿病性腎症、高血圧性腎症、または四肢の慢性閉
塞性動脈疾患に基づく間欠性跛行を治療するために使用される。別の特定の態様において
、本発明の方法は、四肢の慢性閉塞性動脈疾患に基づく間欠性跛行より選択される、治療
の必要がある患者において疾患または状態を治療するために使用される。
【０１４５】
　一態様において、本発明の方法は、慢性腎疾患を治療するために使用される。慢性腎疾
患は、糸球体腎炎、巣状分節性糸球体硬化症、ネフローゼ症候群、逆流性尿路疾患、また
は多発性嚢胞腎より選択され得る。
【０１４６】
　一態様において、本発明の方法は、肝臓の慢性疾患を治療するために使用される。肝臓
の慢性疾患は、非アルコール性脂肪性肝炎、脂肪肝変性または他の食事誘発性高脂肪また
はアルコール誘発性組織変性状態、肝硬変、肝不全、またはアルコール性肝炎より選択さ
れ得る。
【０１４７】
　一態様において、本発明の方法は、糖尿病関連疾患または状態に使用される。この疾患
は、インスリン抵抗性、網膜症、糖尿病性潰瘍、放射線関連壊死、急性腎不全または薬物
誘発性腎毒性より選択され得る。
【０１４８】
　一態様において、本発明の方法は、慢性シュードモナス気管支炎を患う患者を含む、嚢
胞性線維症を患う患者を治療するために使用される。
【０１４９】
　一態様において、本発明の方法は、創傷治癒を助けるために使用される。治療され得る
創傷のタイプの例としては、静脈性潰瘍、糖尿病性潰瘍および圧迫潰瘍が挙げられる。
【０１５０】
　別の特定の態様において、本発明の方法は、インスリン依存性糖尿病；インスリン非依
存性糖尿病；メタボリックシンドローム；肥満症；インスリン抵抗性；脂質異常症；耐糖
能異常；高血圧症；高脂血症；高尿酸血症；痛風；および凝固能亢進より選択される、治
療の必要がある患者において疾患または状態を治療するために使用される。
【０１５１】
　一つの態様において、本発明の方法は、治療の必要がある患者において疾患または状態
を治療するために使用され、ここで疾患または状態は、貧血、グレーブス病、網膜静脈閉
塞症、ループス腎炎、黄班変性症、脊髄形成異常症、HIV由来のそう痒症、肺高血圧症、
網膜動脈閉塞症、小腸炎、虚血性視神経症、急性膵炎、鎌状赤血球貧血、およびβサラセ
ミアより選択される。
【０１５２】
　本明細書に記載の方法はまた、患者が特定の記載の治療の必要があると確認されるもの
を含む。このような治療の必要がある患者を確認することは、患者または医療専門家の判
断内にあり得、主観的（例えば、意見）または客観的（例えば、テストまたは診断法によ
って測定可能）であり得る。
【０１５３】
　別の態様において、上記の治療方法のいずれかは、1つまたは複数の第2治療剤を患者へ
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共投与する工程をさらに含む。第2治療剤は、ペンチフィリンとの共投与について有用で
あることが公知である任意の第2治療剤より選択され得る。第2治療剤の選択はまた、治療
される特定の疾患または状態に依存する。本発明の方法において使用され得る第2治療剤
の例は、本発明の化合物と第2治療剤とを含む組み合わせ組成物中における使用について
上述したものである。
【０１５４】
　特に、本発明の併用療法は、以下の状態の治療のために式Aの化合物および第2治療剤を
共投与する工程を含む（適応症に続いて、括弧内に特定の第2治療剤を示す）：遅発性放
射線誘発性損傷（α-トコフェロール）、放射線誘発性線維症（α-トコフェロール）、放
射線誘発性リンパ浮腫（α-トコフェロール）、乳癌患者の慢性乳房痛（α-トコフェロー
ル）、2型糖尿病性腎症（カプトプリル）、栄養失調－炎症－悪液質症候群（経口栄養補
助食品、例えば、Nepro；および経口抗炎症性モジュール、例えば、Oxepa）；ならびに脳
腫瘍および中枢神経系腫瘍（放射線療法およびヒドロキシ尿素）。
【０１５５】
　本発明の併用療法はまた、インスリン依存性糖尿病；インスリン非依存性糖尿病；メタ
ボリックシンドローム；肥満症；インスリン抵抗性；脂質異常症；耐糖能異常；高血圧症
；高脂血症；高尿酸血症；痛風；および凝固能亢進の治療のために、式Aの化合物および
第2治療剤を共投与する工程を含む。
【０１５６】
　用語「共投与される」は、本明細書において使用される場合、第2治療剤が、単一の投
薬形態（例えば、本発明の化合物と上述の第2治療剤とを含む本発明の組成物）の一部と
してまたは分離した複数の投薬形態として、本発明の化合物と一緒に投与され得ることを
意味する。あるいは、追加の薬剤は、本発明の化合物の投与前、同時、または後に投与さ
れ得る。このような併用療法治療において、本発明の化合物および第2治療剤の両方は、
通常の方法によって投与される。患者への、本発明の化合物と第2治療剤との両方を含む
、本発明の組成物の投与は、治療過程の間の別の時点での該患者への、同一の治療剤、任
意の他の第2治療剤、または任意の本発明の化合物の別の投与を排除しない。
【０１５７】
　これらの第2治療剤の有効量は、当業者に周知であり、投薬についてのガイダンスは、
本明細書において参照される特許および公開特許出願において、ならびにWells et al., 
eds., Pharmacotherapy Handbook, 2nd Edition, Appleton and Lange, Stamford, Conn.
 (2000)；PDR Pharmacopoeia, Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2000, Deluxe Edition, 
Tarascon Publishing, Loma Linda, Calif. (2000)、および他の医学書において見られ得
る。しかし、第2治療剤の最適な有効量範囲を決定することは、十分に当業者の権限の内
にある。
【０１５８】
　第2治療剤が対象へ投与される、本発明の一態様において、本発明の化合物の有効量は
、第2治療剤が投与されない場合のその有効量よりも少ない。別の態様において、第2治療
剤の有効量は、本発明の化合物が投与されない場合のその有効量よりも少ない。このよう
にして、高用量のいずれかの薬剤に関連する望ましくない副作用が、最小化され得る。他
の可能性のある利点（非限定的に、改善された投薬レジメンおよび／または薬剤費の減少
を含む）は、当業者に明らかである。
【０１５９】
　なお別の局面において、本発明は、上述の疾患、障害、または症状の患者の治療または
予防用の、単一組成物としてのまたは分離した投薬形態としての、医薬の製造における、
式Aの化合物単独の、あるいは1つまたは複数の上述の第2治療剤と一緒の使用を提供する
。本発明の別の局面は、本明細書に記載される疾患、障害またはその症状の患者の治療ま
たは予防における使用のための式Aの化合物である。
【実施例】
【０１６０】
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実施例１：キサンチンの直接的アルキル化のための一般的手法
　重水素を有するペンチフィリン類似体はAuclair（J. Am. Chem. Soc., 2011, 113, 785
3-7858）の手法に類似した様式により調製された。ジメチルスルホキシド中の水素化ナト
リウム(1等量)(0.3M)の懸濁液を60Cへ加熱した。固形物が溶解した後、適切に重水素化さ
れたキサンチン(1等量)を一度に加え20分間加熱した。次に、適切なアルキルブロミド(1
等量)をシリンジにより一度に加えた。更に12時間加熱し、LCMSによって反応の終了が示
された。反応混合物を冷却し、クロロホルムで希釈し、これを塩化アンモニウムの飽和水
溶液で洗浄した。合わせた有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮した。所望の
生成物は、メタノール-ジクロロメタン溶媒勾配システム(0～10％)によるTeledyne ISCO 
Combiflashシステムにおけるシリカゲルクロマトグラフィーによって精製した。上記の手
順を用いて、重水素化されていないキサンチン、あるいは適切に重水素化されたキサンチ
ン (キサンチンは、例えば、米国特許出願第12/380,579号のスキーム13および14に開示さ
れるように調製されてもよい) から出発し、以下に模式的に示す方法により化合物100、1
01、116を調製した。

【０１６１】
　3,7-ジメチル-1-(ペルジュウテロヘキシル(perdeuterohexyl))-1H-プリン-2,6(3H,7H)-
ジオン100：所望の生成物は、白色粉末(236mg、0.851mmol、収率85%)として得られた。

【０１６２】
　1-(ペルジュウテロヘキシル)-3,7-ビス(トリジュウテロメチル)-1H-プリン-2,6(3H,7H)
-ジオン101：所望の生成物は、白色粉末(22mg、0.078mmol、収率8%)として得られた。
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【０１６３】
　1-ヘキシル-3,7-ビス(トリジュウテロメチル)-1H-プリン-2,6(3H,7H)-ジオン116：所望
の生成物は、白色粉末(22mg、0.16mmol、収率16%)として得られた。

【０１６４】
実施例2：化合物102の調製

　米国特許出願第12/380,579号に対応する公開された特許出願に開示されるように調製さ
れてもよい3,7-ジメチル-1-(4,4,6,6,6-ペンタジュウテロ-5-オキソヘキシル)-1H-プリン
-2,6(3H,7H)-ジオン(0.5g、1.76mmol)のトシルヒドラジン(0.328g、1.76mmol)との縮合反
応は、メタノール-D1(3.3mL)中、外界温度で4時間実施された。次に、発熱を避けるため
に、重水素化ホウ素ナトリウム(221mg、5.28mmol)をゆっくりと加えた。反応を48時間穏
やかに加熱還流させた。外界温度まで冷却後、反応混合物をジクロロメタンで希釈し、塩
酸水溶液(1M)で洗浄した。合わせた有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、濃縮乾燥
させた。所望の生成物は、メタノール-ジクロロメタン溶媒勾配システム(0～10%)によるT
eledyne ISCO Combiflashシステムにおけるシリカゲルクロマトグラフィーによって精製
した。重水素‐水素交換は、米国特許出願第12/380,579号に対応する公開された特許出願
に開示されるように実施され、化合物102である1-(4,4,5,5,6,6,6-ヘプタジュウテロヘキ
シル)-3,7-ジメチル-1H-プリン-2,6(3H,7H)-ジオンが提供された。所望の生成物は、白色
粉末(28mg、0.103mmol、収率10%)として得られた。

【０１６５】
生物学的評価
　本発明の化合物の代謝安定性は、以下に示す方法の両方またはいずれかに従って評価さ
れてもよい。
【０１６６】
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実施例1：ヒト肝臓ミクロソーム中における化合物安定性の評価。化合物およびペンチフ
ィリンの比較
　ヒト肝臓ミクロソーム（20 mg/mL）をXenotech, LLC(Lenexa, KS)から得た。β-ニコチ
ンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸還元型（NADPH）、塩化マグネシウム（MgCl2）、
およびジメチルスルホキシド（DMSO）を、Sigma-Aldrichから購入した。
【０１６７】
代謝安定性の測定：7.5 mMのテスト化合物ストック溶液を、DMSO中において調製した。7.
5-mMストック溶液を、アセトニトリル（ACN）中において12.5～50 μMへ希釈した。20 mg
/mLのヒト肝臓ミクロソームを、3mM MgCl2を含有する、0.1Mリン酸カリウム緩衝液、pH 7
.4中において0.625 mg/mLへ希釈した。希釈されたミクロソームを、96ウェル深型ウェル
ポリプロピレンプレートのウェルに三つ組みで添加した。12.5～50μMテスト化合物の10
μLアリコートをミクロソームへ添加し、混合物を10分間予熱した。予熱したNADPH溶液の
添加によって、反応を開始した。最終反応体積は0.5mLであり、0.5mg/mLヒト肝臓ミクロ
ソーム、0.25～1.0μMテスト化合物、および0.1Mリン酸カリウム緩衝液、pH 7.4中の2mM 
NADPH、および3mM MgCl2を含有した。反応混合物を37℃でインキュベートし、50μLアリ
コートを0、5、10、20、および30分で取り出し、内部標準を含む50μLの氷冷ACNを含有し
た浅型ウェル96ウェルプレートへ添加し、反応を停止させた。プレートを4℃で20分間保
存し、その後、100μLの水をプレートのウェルへ添加し、その後、遠心分離し、沈殿した
タンパク質をペレット化した。上澄みを、別の96ウェルプレートへ移し、親残留量につい
て、Applied Bio-systems API 4000質量分析計を使用するLC-MS/MSによって分析した。式
Iの化合物の重水素化されていない対応物、および陽性対照の7-エトキシクマリン(1μM)
については、同じ手順に従った。試験は三つ組で行った。
【０１６８】
データ分析：テスト化合物のインビトロt1/2を、％親残留量(ln)対インキュベーション時
間の関係の線形回帰の傾きから算出した。
　インビトロt1/2=0.693/k
　k=-[％親残留量(ln)対インキュベーション時間の線形回帰の傾き］
データ分析は、Microsoft Excelソフトウエアを用いて行われた。
【０１６９】
実施例2：
インビボアッセイ：雄Sprague-Dawleyラットに、カニューレを介した静脈内投与、又は経
口経管栄養によるPOにてテスト化合物を10～100 mg/kgの用量で投与した。血液試料を、
投与前及び投与後24時間までのおよそ8時点で採取した。血液から血漿試料を得て、これ
らをLC-MS/MSで分析することにより投与されたテスト化合物の濃度を測定した。
【０１７０】
　さらに説明はしないが、当業者は、前述の説明および例示的な実施例を使用して、本発
明の化合物を製造および使用し、特許請求される方法を実施することができると考えられ
る。前述の議論および実施例は、ある好ましい態様の詳細な説明を示すにすぎないことが
理解されるべきである。本発明の精神および範囲を逸脱することなく、種々の改変物およ
び等価物が作製され得ることが、当業者には明らかである。
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