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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
5－アミノ－2－ブチル－3－（4－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベンゾイル）ベ
ンゾフランとメタンスルホニルクロリドとを触媒非存在下で反応させ、ドロネダロン塩酸
塩を得ることを特徴とする、ドロネダロン塩酸塩の製造方法であって、該触媒が、5－ア
ミノ－2－ブチル－3－（4－［3－（ジブチルアミノ）
プロポキシ］ベンゾイル）ベンゾフランとメタンスルホニルクロリドとの反応において触
媒的な作用を有する触媒を指し、5－アミノ－2－ブチル－3－（4－［3－（ジブチルアミ
ノ）プロポキシ］ベンゾイル）ベンゾフランとメタンスルホニルクロリドとの反応が１種
の溶媒又は２種以上の混合溶媒で実施され、前記の溶媒が、ニトリル、ケトン、ハロゲン
化炭化水素、エーテル及び芳香族炭化水素からなる群より選ばれ、前記の混合溶媒が、同
一又は異なって、ニトリル、ケトン、ハロゲン化炭化水素、エーテル及び芳香族炭化水素
の２種以上の溶媒からからなる群より選ばれることを特徴とする、ドロネダロン塩酸塩の
製造方法。
【請求項２】
ニトリルが、Ｃ２～Ｃ６脂肪族ニトリルからなる群より選ばれることを特徴とする、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
ニトリルが、アセトニトリルである、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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ケトンが、Ｃ３～Ｃ６脂肪族ケトンからなる群より選ばれることを特徴とする、請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
ケトンが、アセトンである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
ハロゲン化炭化水素が、Ｃ１～Ｃ６脂肪族ハロゲン化炭化水素からなる群より選ばれるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
ハロゲン化炭化水素が、ジクロロメタンであることを特徴とする、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
エーテルが、直鎖及び環状エーテルからなる群より選ばれることを特徴とする、請求項１
に記載の方法。
【請求項９】
直鎖エーテルが、Ｃ１～Ｃ６脂肪族エーテルからなる群より選ばれ、環状エーテルが、Ｃ

２～Ｃ４脂肪族環状エーテルからなる群より選ばれることを特徴とする、請求項８に記載
の方法。
【請求項１０】
直鎖エーテルが、1,2－ジメトキシエタンである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
環状エーテルが、テトラヒドロフランである、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
芳香族炭化水素が、置換及び非置換Ｃ６～Ｃ１０芳香族からなる群より選ばれることを特
徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
芳香族炭化水素が、トルエンである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
方法が、得られたドロネダロン塩酸塩を精製する工程をさらに含むことを特徴とする、請
求項１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
ドロネダロン塩酸塩の精製に使用される溶媒が、アセトンと水との混合物であることを特
徴とする、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
アセトンと水との混合物が、30：1～5：1（v／v）の比率にあることを特徴とする、請求
項１５に記載の方法。
【請求項１７】
請求項１～１６のいずれか１項に記載の手順を含むことを特徴とする、ドロネダロン塩酸
塩の製造方法。
【請求項１８】
方法が、さらに、ドロネダロン塩酸塩をアルカリ性溶液による処理を経由してドロネダロ
ンに変換する工程、又は、他の製薬学的に許容される塩にさらに変換する工程を含むこと
を特徴とする、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
アルカリ性溶液において使用されるアルカリが無機アルカリであることを特徴とする、請
求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
無機アルカリが、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム及び炭酸水素ナトリウムからなる群
より選ばれることを特徴とする、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
無機アルカリが、炭酸水素ナトリウムである、請求項２０に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、循環器疾患の治療に使用される2－ブチル－3－（4－［3－（ジブチルアミノ）
プロピル］ベンゾイル）－5－メタンスルホニルアミノ－ベンゾフラン（ドロネダロン）
及びその塩の新規製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ドロネダロン（SR33589）は、不整脈治療において効力のある新規薬物としてのベンゾフ
ラン誘導体である。ドロネダロンは化学的にはアミオダロンに類似しているが、ヨウ素を
持たないので、アミオダロンより脂溶性が低い。ドロネダロンはアミオダロンの治療効果
を保持するのみならず、アミオダロンの心外性有害反応がない。ドロネダロンは、より安
全で、患者に対する忍容性がより高く、不整脈治療においてアミオダロンの代替物のひと
つとして期待されるようになっている。
【０００３】
社会的近代化の過程がより速く動くとともに、人々はより強くなる社会的圧力に耐えねば
ならず、中国における循環器疾患における患者数はますます増加している。循環器疾患は
死亡原因の上位１０位のひとつに挙げられている。したがって、ドロネダロンの開発は大
きな経済的利益と社会的利益をもたらす。ドロネダロンは式［Ｉ］で表される：
【０００４】
【化１】

式［Ｉ］
【０００５】
米国特許第5223510A号明細書（特許文献１）には、スキーム１に示されるドロネダロンの
製造方法が開示されている。この特許において、ドロネダロンは、2－ブチル－5－ニトロ
ベンゾフランをアシル化、加水分解、O－アルキル化及び還元を経由して5－アミノ－2－
ブチル－3－（4－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベンゾイル）ベンゾフラン（化
合物Ａ）に変換し；次に化合物Ａを、触媒としてトリエチルアミンの存在下でメタンスル
ホニルクロリドと反応させ、アシル化化合物を得た後；このアシル化化合物をカラムクロ
マトグラフィーにより精製することにより製造される。最終的にドロネダロン塩酸塩は、
ドロネダロンを酢酸エチル中で塩化水素－エーテルと反応させることにより得る。
【０００６】
スキーム１：
【０００７】



(4) JP 5873484 B2 2016.3.1

10

20

30

40

50

【化２】

【０００８】
この方法においては、化合物Ａはメタンスルホニルクロリドと反応し、不要な二重メタン
スルホニル化合物（式Ｉａの化合物）が容易に生成し、カラムクロマトグラフィーにより
ドロネダロンをさらに精製する必要がある。これは工業生産においてあまり経済的ではな
い。さらにドロネダロン塩酸塩の追加的な塩化工程が必要であり、反応装置により費用が
かかり、かつ全体的な収率を低下させ、また同時に製造原価を押し上げる。
【０００９】
【化３】

【００１０】
アミンのアシル化には多くの方法が報告されている。米国特許第5223510A号明細書（特許
文献１）には、5－アミノ－2－ブチル－ベンゾフランを四塩化炭素中で、触媒としてトリ
エチルアミンの存在下でメタンスルホニルクロリドと反応させることにより、モノメチル
スルホニル化合物（ＩＩ）ではなく、二重メタンスルホニル化合物（ＩＩａ）が得られる
ことが開示されている。化合物ＩＩａは、追加的な脱アシル化工程による脱アシル化を経
由して化合物ＩＩに変換されるが、これもまた製造原価を増加させ、工業生産に好ましく
ない。これはスキーム２に示される：
【００１１】
スキーム２：
【００１２】
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【化４】

【００１３】
国際公開第03/048144A2号パンフレット（特許文献２）には、異なる触媒下で2－ブチルベ
ンゾフラン－5－アミンを使用することにより最適化条件とし、化合物ＩＩと化合物ＩＩ
ａの比率を調整することで化合物ＩＩを製造する方法が報告されている。
【００１４】
続いて、米国特許出願公開第2005049302号明細書（特許文献３）には、5－アミノ－2－ブ
チル－ベンゾフランから、化合物ＩＩａではなく、化合物ＩＩを製造する方法が記述され
た。この方法では、化合物ＩＩを四塩化スズの存在下で化合物ＩＩＩと反応させ（スキー
ム３）、ドロネダロンを低収率で、また、カラムクロマトグラフィー等の複雑な操作を用
いて得るが、これは工業生産に適していない。
【００１５】
スキーム３：
【００１６】

【化５】

【００１７】
したがって、操作が簡便であり、高収率、低原価であり、また工業生産に適したドロネダ
ロン及びその塩の製造方法を得ることには利益がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】米国特許第5223510A号明細書
【特許文献２】国際公開第03/048144A2号パンフレット
【特許文献３】米国特許出願公開第2005049302号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】



(6) JP 5873484 B2 2016.3.1

10

20

30

40

50

【００１９】
先行技術の短所を克服するため、本発明の目的は、少ない工程で、高収率、簡便な操作か
つ工業生産に好適な、ドロネダロン及びその塩の新規製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
本発明は、5－アミノ－2－ブチル－3－（4－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベン
ゾイル）ベンゾフラン（化合物Ａ）とメタンスルホニルクロリドとを触媒非存在下で反応
させ、直接ドロネダロン塩酸塩を得ることを含む、ドロネダロン塩酸塩の製造方法に関す
る。この方法は、好ましくは１種の溶媒又は多種の溶媒の混合溶媒の存在下で実施される
。より好ましくは、この方法はさらに、粗ドロネダロン塩酸塩を精製し、高純度の生成物
を得ることを含む。
【００２１】
また本発明は、ドロネダロン及び塩酸塩ではないその塩の新規製造方法に関する。この方
法は、5－アミノ－2－ブチル－3－（4－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベンゾイ
ル）ベンゾフラン（化合物Ａ）とメタンスルホニルクロリドとを反応させ、ドロネダロン
塩酸塩を得ること；次にドロネダロン塩酸塩を、アルカリ性溶液による処理を経由して高
純度のドロネダロンに変換すること、又は、他の製薬学的に許容される塩に後で変換する
ことを含む。これはスキーム４に示される：
【００２２】
スキーム４：
【００２３】

【化６】

【００２４】
さらに具体的には、このドロネダロン及びその塩の製造方法は、下記の工程を含む：
【００２５】
ａ）5－アミノ－2－ブチル－3－（4－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベンゾイル
）ベンゾフラン（化合物Ａ）を、触媒非存在下でメタンスルホニルクロリドによりアシル
化し、粗ドロネダロン塩酸塩を得る。この方法は、好ましくは１種の溶媒又は多種の溶媒
の混合溶媒の存在下で実施される。
【００２６】
ｂ）粗ドロネダロン塩酸塩を精製し、高純度のドロネダロン塩酸塩を得る、若しくはアル
カリ性溶液による処理を経由して高純度のドロネダロンにさらに変換する、又は、ドロネ
ダロン塩酸塩を他の製薬学的に許容される塩に変換する。
【００２７】
驚くべきことに、本発明により、化合物Ａとメタンスルホニルクロリドとの間のアシル化
は触媒非存在下で直接達成され、二重メタンスルホニル化合物Ｉａの生成を顕著に抑制し
ながら、高純度のドロネダロン塩酸塩が得られることが見いだされた。このようにして、
ドロネダロン及びその塩の新規合成製造法が得られたのである。
【００２８】
本発明により、化合物Ａとメタンスルホニルクロリドとの間のアシル化は、触媒非存在下
で、ニトリル、ケトン、ハロゲン化炭化水素、エーテル若しくは芳香族炭化水素、又は前
記の任意の２種以上の溶媒混合物等の溶媒の存在下で良好に進行することが見いだされた
。さらに、高純度のドロネダロンが、カラムクロマトグラフィー等の複雑な操作や追加の
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塩化工程なしに直接得られる。必要に応じて、ドロネダロン塩酸塩は、他の製薬学的に許
容される塩に後で変換することができる。
【００２９】
本願において、「触媒」は、5－アミノ－2－ブチル－3－（4－［3－（ジブチルアミノ）
プロポキシ］ベンゾイル）ベンゾフラン（化合物Ａ）とメタンスルホニルクロリドとの反
応において触媒的な作用を有する触媒試薬、例えば、トリエチルアミンやジプロピルアミ
ンのようなアルキルアミン等の有機アルカリ；及び、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭
酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウムのようなアル
カリ金属塩やアルカリ土類金属塩等の無機アルカリを含む酸受容体等を指す。
【００３０】
本発明で使用されるニトリルは、アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチロニトリル等
のＣ２～Ｃ６脂肪族ニトリルからなる群より選ばれ、好ましくはアセトニトリルである。
【００３１】
室温から還流温度の温度範囲で、好ましくは還流温度で、5－アミノ－2－ブチル－3－（4
－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベンゾイル）ベンゾフランとメタンスルホニル
クロリドとをアセトニトリル溶媒中で反応させ、粗ドロネダロン塩酸塩を与える。ここで
、使用されるアセトニトリル量は、化合物Ａの１重量部に基づいて0～10容量部、好まし
くは1～8容量部、より好ましくは3～6容量部の範囲である。また、使用されるメタンスル
ホニルクロリド量は、化合物Ａに対して1～5当量、好ましくは1.1～3当量、より好ましく
は1.2～2.5当量の範囲で反応混合物を得る。反応を終了するときには、反応混合物を－30
～50℃、好ましくは－20～35℃、より好ましくは－15～25℃に冷却して粗ドロネダロン塩
酸塩を得る。次に、粗ドロネダロン塩酸塩を精製し、高純度のドロネダロン塩酸塩を得る
ことができる。必要に応じて、得られたドロネダロン塩酸塩は、アルカリ性溶媒による処
理を経由して高純度のドロネダロンに変換することができ、又は、他の製薬学的に許容さ
れる塩にさらに変換することができる。
【００３２】
本発明で使用されるケトンは、Ｃ３～Ｃ６脂肪族ケトンからなる群より選ばれ、好ましく
はアセトンである。
【００３３】
室温から還流温度の温度範囲で、好ましくは還流温度で、5－アミノ－2－ブチル－3－（4
－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベンゾイル）ベンゾフランとメタンスルホニル
クロリドとをアセトン溶媒中で反応させ、粗ドロネダロン塩酸塩を与える。ここで、使用
されるアセトン量は、化合物Ａの１重量部に基づいて0～15容量部、好ましくは4～10容量
部、より好ましくは5～8容量部の範囲である。また、使用されるメタンスルホニルクロリ
ド量は、化合物Ａに対して1～5当量、好ましくは1.5～3.5当量、より好ましくは2～2.5当
量の範囲で反応混合物を得る。反応を終了するときには、反応混合物を－30～55℃、好ま
しくは－15～40℃、より好ましくは－10～25℃に冷却して粗ドロネダロン塩酸塩を得る。
次に、粗ドロネダロン塩酸塩を精製し、高純度のドロネダロン塩酸塩を得ることができる
。得られたドロネダロン塩酸塩は、必要に応じて、アルカリ性溶媒による処理を経由して
高純度のドロネダロンに変換することができ、又は、他の製薬学的に許容される塩にさら
に変換することができる。
【００３４】
本発明で使用されるハロゲン化炭化水素は、ジクロロメタン、クロロホルム、テトラクロ
ロメタン等のＣ１～Ｃ６脂肪族ハロゲン化炭化水素からなる群より選ばれ、好ましくはジ
クロロメタンである。
【００３５】
室温から還流温度の温度範囲で、好ましくは還流温度で、5－アミノ－2－ブチル－3－（4
－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベンゾイル）ベンゾフランとメタンスルホニル
クロリドとをジクロロメタン溶媒中で反応させ、粗ドロネダロン塩酸塩を与える。ここで
、使用されるジクロロメタン量は、化合物Ａの１重量部に基づいて0～30容量部、好まし
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くは10～25容量部、より好ましくは15～20容量部の範囲である。また、使用されるメタン
スルホニルクロリド量は、化合物Ａに対して1～15当量、好ましくは5～10当量、より好ま
しくは6～9当量の範囲で反応混合物を得る。反応を終了するときには、反応混合物を、ア
ルカリ金属水酸化物（水酸化ナトリウム等）、アルカリ金属炭酸塩又は炭酸水素ナトリウ
ム等のアルカリ金属炭酸水素塩等のアルカリ性試薬、好ましくは炭酸水素ナトリウムで処
理する。次に、得られたドロネダロンを、アセトン溶媒中の塩酸存在下、塩化する。その
後、粗ドロネダロン塩酸塩は急速に結晶化する。必要に応じて粗ドロネダロン塩酸塩を精
製し、高純度ドロネダロン塩酸塩を得る。次に、得られた粗ドロネダロン塩酸塩は、アル
カリ性溶媒による処理を経由して高純度のドロネダロンに変換することができ、又は、必
要に応じて他の製薬学的に許容される塩にさらに変換することができる。
【００３６】
本発明で使用されるエーテルは、Ｃ１～Ｃ６脂肪族エーテル等の直鎖エーテルからなる群
より選ばれ、好ましくはグリムであり、また、Ｃ２～Ｃ４脂肪族環状エーテル等の環状エ
ーテルからなる群より選ばれ、好ましくはテトラヒドロフランである。
【００３７】
室温から還流温度の温度範囲で、好ましくは還流温度で、5－アミノ－2－ブチル－3－（4
－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベンゾイル）ベンゾフランとメタンスルホニル
クロリドとをテトラヒドロフラン溶媒中で反応させ、粗ドロネダロン塩酸塩を与える。こ
こで、使用されるテトラヒドロフラン量は、化合物Ａの１重量部に基づいて0～15容量部
、好ましくは3～12容量部、より好ましくは5～10容量部の範囲である。また、使用される
メタンスルホニルクロリド量は、化合物Ａに対して1～8当量、好ましくは1.5～5当量、よ
り好ましくは2～3当量の範囲で反応混合物を得る。反応を終了するときには、反応混合物
を－25～50℃、好ましくは－15～40℃、より好ましくは－10～35℃に冷却して粗ドロネダ
ロン塩酸塩を得る。次に、粗ドロネダロン塩酸塩を精製し、高純度のドロネダロン塩酸塩
を得ることができる。得られたドロネダロン塩酸塩は、必要に応じて、アルカリ性溶媒に
よる処理を経由して高純度のドロネダロンに変換することができ、又は、他の製薬学的に
許容される塩にさらに変換することができる。
【００３８】
本発明で使用される芳香族炭化水素は、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼ
ン等の置換又は非置換Ｃ６～Ｃ１０芳香族からなる群より選ばれ、好ましくはトルエンで
ある。
【００３９】
本発明における溶媒混合物は、ニトリル、ケトン、ハロゲン化炭化水素、エーテル及び芳
香族炭化水素からなる群より選ばれる２種以上の溶媒混合物、好ましくはアセトンとアセ
トニトリルとの混合物である。
【００４０】
室温から還流温度の温度範囲で、好ましくは還流温度で、5－アミノ－2－ブチル－3－（4
－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベンゾイル）ベンゾフランとメタンスルホニル
クロリドとを、アセトンとアセトニトリルとの混合溶媒中で反応させ、粗ドロネダロン塩
酸塩を与える。ここで、使用されるアセトンとアセトニトリルとの比率は、0～5：1（v／
v）、好ましくは0.2～3：1（v／v）、より好ましくは0.5～1：1（v／v）の範囲である。
また、使用されるメタンスルホニルクロリド量は、化合物Ａに対して1～5当量、好ましく
は1.5～4当量、より好ましくは2～3当量の範囲で反応混合物を得る。反応を終了するとき
には、反応混合物を－40～50℃、好ましくは－15～40℃、より好ましくは－10～35℃に冷
却して粗ドロネダロン塩酸塩を得る。次に、粗ドロネダロン塩酸塩を精製し、高純度のド
ロネダロン塩酸塩を得ることができる。得られたドロネダロン塩酸塩は、必要に応じて、
アルカリ性溶媒による処理を経由して高純度のドロネダロンに変換することができ、又は
、他の製薬学的に許容される塩にさらに変換することができる。
【００４１】
本発明においてドロネダロン塩酸塩の精製に使用される溶媒は、アセトンと水との混合物
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であり、好ましくは30～5：1（v／v）の比率にある。
【００４２】
本願において、粗ドロネダロン塩酸塩を、精製又はアルカリ性溶媒による処理を経由して
高純度のドロネダロン又はドロネダロン塩酸塩に変換する場合、又は、必要に応じて、他
の製薬学的に許容される塩にさらに変換する場合、「アルカリ性溶媒」中で使用される「
アルカリ」は、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機アルカ
リであり、好ましくは炭酸水素ナトリウムである。
【００４３】
すなわち本発明では、アセトニトリル等のニトリル、アセトン等のケトン、塩化メチレン
等のハロゲン化炭化水素に例示される単溶媒又は混合溶媒中において、化合物Ａ及びメタ
ンスルホニルクロリド間のアシル化が、触媒非存在下で良好に進行し、粗ドロネダロン塩
酸塩が与えられる。さらに、粗ドロネダロン塩酸塩は、カラムクロマトグラフィー等の複
雑な操作や追加の塩化工程なしに直接得られる。必要に応じて粗ドロネダロン塩酸塩は精
製され、高純度生成物が得られる。次に、ドロネダロン塩酸塩は、アルカリ性溶媒による
処理を経由して高純度のドロネダロンに変換することができ、又は、必要に応じて他の製
薬学的に許容される塩にさらに変換することができる。
【発明の効果】
【００４４】
本発明の方法は、工程が少なく、高収率、簡便な操作かつ低原価であり、工業生産等に好
適であり、著しい社会的利益や経済的利益を伴う。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
本発明は下記の実施例により、より良く理解される。当業者であれば、本発明を容易に理
解できる。下記の実施例は、本発明の単なる実例に過ぎず、本発明の範囲をなんら限定す
るものではない。
【００４６】
特に断りのない限り、実施例において使用される略語は下記のとおりである：
HPLC：高速液体クロマトグラフィー
1H NMR：水素核磁気共鳴分光法
MS：質量分析
【００４７】
出発物質である化合物Ａの製造
5－アミノ－2－ブチル－3－（4－［3－（ジブチルアミノ）プロポキシ］ベンゾイル）ベ
ンゾフラン（化合物Ａ）は、米国特許第5223510A号明細書にしたがって製造した。
【実施例１】
【００４８】
（工程１）粗ドロネダロン塩酸塩の製造
5 Lのフラスコに、480 g（1 mol）の化合物Ａと1.7 Lのアセトニトリルを加え、加熱還流
して混合物を得た。次に、100 mL（1.29 mol）のメタンスルホニルクロリド／800 mLのア
セトニトリルを、25～30分間以内にこの混合物中に滴下した。反応は8時間還流を維持し
た。その後、反応物を自然に冷却し、固形物を得た。翌日、得られた固形物を濾取し、乾
燥させて、530 gの粗ドロネダロン塩酸塩を得た。収率：89.2％、HPLCによる純度：99.5
％。
【００４９】
（工程２）ドロネダロン塩酸塩の製造
5 Lのフラスコに、530 gの粗ドロネダロン塩酸塩、3 Lのアセトン及び100 mLの水を加え
、加熱還流して完全に溶解させた。反応物を、自動的に撹拌しながら氷水浴により冷却し
、結晶化させた。約30分後、大量の固形物が沈澱した。得られた固形物を濾取して、アセ
トンで洗浄し、乾燥させて、440 gの目的とする化合物を得た。収率：83％、融点：141.5
～143℃、HPLCによる純度：99.8％、MS：[M+H]+ m/e 557.50。
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【００５０】
【化７】

【００５１】
（表１）ドロネダロン塩酸塩の1H NMRデータ及び帰属
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【実施例２】
【００５２】
（工程１）粗ドロネダロン塩酸塩の製造
反応温度が55～60℃、また反応時間が15時間で相違する以外、実施例１の工程１に記載さ
れた方法で製造した。収率：85.3％、HPLCによる純度：99.0％。
【００５３】
（工程２）ドロネダロン塩酸塩の製造
実施例１の工程２に記載された方法で製造した。収率：81％、融点：141～143℃、HPLCに
よる純度：99.5％。
【実施例３】
【００５４】
（工程１）粗ドロネダロン塩酸塩の製造
反応温度が40～45℃、また反応時間が41時間で相違する以外、実施例１の工程１に記載さ
れた方法で製造した。収率：82.1％、HPLCによる純度：98.3％。
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【００５５】
（工程２）ドロネダロン塩酸塩の製造
実施例１の工程２に記載された方法で製造した。収率：80％、融点：141～143℃、HPLCに
よる純度：99.1％。
【実施例４】
【００５６】
（工程１）粗ドロネダロン塩酸塩の製造
5 Lのフラスコに、530 g（1.1 mol）の化合物Ａと3 Lのアセトンを加え、加熱還流した。
次に、200 mL（2.58 mol）のメタンスルホニルクロリド／1 Lのアセトンを20分間以内に
滴下した。反応は6時間還流を維持した。その後、反応物を一晩撹拌し、白色固形物を得
た。翌日、得られた固形物を濾取し、乾燥させて、473 gの粗ドロネダロン塩酸塩を得た
。収率：72％、HPLCによる純度：99.3％。
【００５７】
（工程２）ドロネダロン塩酸塩の製造
5 Lのフラスコに、470 gの粗ドロネダロン塩酸塩、1550 mLのアセトン及び310 mLの水を
加え、加熱還流して完全に溶解させた。反応物を、自動的に撹拌しながら氷水浴により冷
却し、結晶化させた。約1.5時間後、大量の固形物が沈澱した。得られた固形物を濾取し
て、アセトンで洗浄し、乾燥させて、399.5 gの標記化合物を得た。収率：84％、融点：1
41.5～143.5℃、HPLCによる純度：99.5％。
【実施例５】
【００５８】
（工程１）粗ドロネダロン塩酸塩の製造
反応温度が40～45℃、また反応時間が48時間で相違する以外、実施例４の工程１に記載さ
れた方法で製造した。収率：69％、HPLCによる純度：98.8％。
【００５９】
（工程２）ドロネダロン塩酸塩の製造
実施例１の工程２に記載された方法で製造した。収率：83％、融点：141～143℃、HPLCに
よる純度：99.0％。
【実施例６】
【００６０】
（工程１）粗ドロネダロン塩酸塩の製造
2.4 g（5 mmol）の化合物Ａを30 mLの塩化メチレンに加え、加熱還流して混合物を得た。
次に、10 mLの塩化メチレン中の3 mLのメタンスルホニルクロリド溶液を、20分間以内に
この混合物中に滴下した。反応は26時間還流を維持した。混合物のHPLCにより測定した純
度は95％であった。次に、混合物を、飽和炭酸水素ナトリウム溶液で中性になるまで洗浄
し、乾燥し、濾過し、減圧下で蒸発乾固させた。固形物に6 mLのアセトンと1 mLの塩酸を
撹拌しながら加え、結晶化させた。得られた固形物を濾取し、乾燥させて、2.1 gの粗ド
ロネダロン塩酸塩を得た。収率：70.8％、HPLCによる純度：99％。
【００６１】
（工程２）ドロネダロン塩酸塩の製造
実施例１の工程２に記載された方法で製造した。収率：81％、融点：141.5～143.5℃、HP
LCによる純度：99.5％。
【実施例７】
【００６２】
（工程１）粗ドロネダロン塩酸塩の製造
500 mLのフラスコに、53 g（0.11 mol）の化合物Ａと350 mLのテトラヒドロフランを加え
、加熱還流して混合物を得た。次に、20 mL（0.26 mol）のメタンスルホニルクロリド／4
0 mLのアセトニトリルを、20分間以内にこの混合物中に滴下した。反応は9時間還流を維
持した。その後、反応物を一晩撹拌し、固形物を得た。翌日、得られた固形物を濾取し、
乾燥させて、56.4 gの粗ドロネダロン塩酸塩を得た。収率：86％、HPLCによる純度：98.8
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％。
【００６３】
（工程２）ドロネダロン塩酸塩の製造
500 mLのフラスコに、55 gの粗ドロネダロン塩酸塩、225 mLのアセトン及び22.5 mLの水
を加え、加熱還流して完全に溶解させ、混合物を得た。この反応物を、自動的に撹拌しな
がら氷水浴により冷却した。約1時間後、大量の固形物が沈澱した。得られた固形物を濾
取して、アセトンで洗浄し、乾燥させて、45.1 gの目的とする化合物を得た。収率：82％
、融点：141.5～143.5℃、HPLCによる純度：99.1％。
【実施例８】
【００６４】
（工程１）粗ドロネダロン塩酸塩の製造
5 Lのフラスコに、64 g（1.13 mol）の化合物Ａと1 Lのアセトニトリルを加え、加熱還流
して混合物を得た。次に、26 mL（0.34 mol）のメタンスルホニルクロリド／104 mLのア
セトニトリルを、25～30分間以内にこの混合物中に滴下した。反応は16時間還流を維持し
た。その後、反応物を自然に冷却し、固形物を得た。翌日、得られた固形物を濾取し、乾
燥させて、68 gの粗ドロネダロン塩酸塩を得た。収率：88.3％、HPLCによる純度：99.1％
。
【００６５】
（工程２）ドロネダロン塩酸塩の製造
実施例１の工程２に記載された方法で製造した。収率：82.5％、融点：141.5～143℃、HP
LCによる純度：99.4％。
【実施例９】
【００６６】
（工程１）粗ドロネダロン塩酸塩の製造
反応温度が40～45℃、また反応時間が36時間で相違する以外、実施例７の工程１に記載さ
れた方法で製造した。収率：86.1％、HPLCによる純度：98.8％。
【００６７】
（工程２）ドロネダロン塩酸塩の製造
実施例１の工程２に記載された方法で製造した。収率：82.5％、融点：141.5～143℃、HP
LCによる純度：99.2％。
【実施例１０】
【００６８】
（工程１）ドロネダロンの製造
実施例１で得られたドロネダロン塩酸塩5.93 g（0.01 mmol）を塩化メチレン40 mLに溶解
し、混合物を得た。次に、この混合物に飽和炭酸水素ナトリウム溶液を加えて、pHを中性
に調整した。有機層を分離し、飽和炭酸水素ナトリウム溶液（10 mL×２）で洗浄し、硫
酸ナトリウム上で乾燥させ、減圧蒸発させて、5.61 gの油状生成物を得た。
【００６９】
（工程２）ドロネダロン硫酸塩の製造
得られた油状生成物を12 mLのアセトンに溶解し、混合物を得た。この混合物には2 mLの
水を加えた。次に、3
mLのアセトン中の1.1 mLの濃硫酸溶液を、10～15℃で約20分間かけて滴下した。その後、
この混合物を52℃に加熱し、1時間撹拌した。この混合物を、撹拌しながら氷水浴により
冷却し、結晶化させた。約3.5時間後、大量の固形物が沈澱した。得られた固形物を濾取
し、減圧下50℃で乾燥させて、5.5 gの目的とする化合物を得た。収率：84％（ドロネダ
ロン硫酸塩としての算出）、HPLCによる純度：99.85％。
【実施例１１】
【００７０】
（工程１）ドロネダロンの製造
実施例１０の工程１に記載された方法で製造した。
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【００７１】
（工程２）ドロネダロンメシル酸塩の製造
使用した酸が、濃硫酸に替えてメタンスルホン酸（99％）（1.5 g）であることが相違す
る以外、実施例１０の工程２に記載された方法で製造した。収率：76％、HPLCによる純度
：99.83％。
【実施例１２】
【００７２】
（工程１）粗ドロネダロン塩酸塩の製造
500 mLのフラスコに、15 g（0.03 mol）の化合物Ａと15 mL（0.19 mol）のメタンスルホ
ニルクロリドを加え、80℃に加熱し、混合物を得た。反応は80℃で5.5時間維持した。未
反応のメタンスルホニルクロリドは、減圧下で混合物より蒸発させた。100 mLのアセトニ
トリルを添加して混合物を溶解し、混合物を自然に冷却して固形物を得た。翌日、得られ
た固形物を濾取し、13.5 gの粗ドロネダロン塩酸塩を得た。収率：72.5％、HPLCによる純
度：97.5％。
【００７３】
（工程２）ドロネダロン塩酸塩の製造
実施例１の工程２に記載された方法で製造した。収率：78.5％、融点：140.5～142.5℃、
HPLCによる純度：98.9％。
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