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(57)【要約】
【課題】広範な疾患及び状態の治療におけるＩＲＭの大きな治療上の可能性を考慮すると
、これまでに重要な研究がなされてきてはいるものの、サイトカインの生合成の誘導又は
他の機序によって免疫反応を効果的に調節することが可能な新規化合物が依然求められて
いる。
【解決手段】化合物Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－
ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミドは、免疫反応を増強する
うえで有用な薬剤化合物であり、例えばワクチンアジュバント及び癌治療薬として使用す
ることができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下式：
【化１】

　で表される化合物、又は任意のその薬学的に許容される塩。
【請求項２】
　薬学的に許容される担体及び請求項１に記載の化合物を含む医薬組成物。
【請求項３】
　リポソームを含む製剤中に請求項１に記載の化合物を含む医薬組成物。
【請求項４】
　抗原を更に含む、請求項２又は３に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　前記化合物と抗原が、単一の組成物中に混合される、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　前記化合物と抗原が前記組成物の別々の成分として存在することで、組み合わせて投与
される、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記抗原が、癌ワクチンである、請求項４～６のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記抗原が、ウイルスワクチンである、請求項４～６のいずれか一項に記載の医薬組成
物。
【請求項９】
　ワクチンアジュバントとして、前記化合物Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１
Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミド
、又はその薬学的に許容される塩を投与することによる、ワクチン抗原の効果を増強させ
る方法。
【請求項１０】
　前記化合物が、リポソーム製剤中に取り込まれている、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　腫瘍性疾患の治療方法であって、前記化合物Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－
１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミ
ド、又はその薬学的に許容される塩を、前記腫瘍性疾患を有するヒト又は動物に投与する
工程を含む、方法。
【請求項１２】
　前記化合物が、リポソーム製剤中にある、請求項１１に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記製剤が、局在化した腫瘍塊中に直接投与される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　癌ワクチン抗原の投与を更に含む、請求項１１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　近年、免疫系の特定の重要な側面を刺激し、特定の他の側面を抑制することによって作
用する新規な薬物化合物を発見する努力がなされ、大きな成果を収めている（例えば、米
国特許第６，０３９，９６９号（トマイ（Tomai）ら）及び同第６，２００，５９２号（
トマイ（Tomai）ら）を参照）。本明細書において免疫反応調節物質（ＩＲＭ）と呼ぶこ
れらの化合物は、選択されたサイトカインの生合成を誘導し、共刺激分子を誘導し、更に
抗原提示能を高める、Ｔｏｌｌ様受容体（ＴＬＲ）として知られる基礎免疫系機構を介し
て作用するものと考えられる。
【０００２】
　多くのＩＲＭは、広範な疾患及び状態の治療に有用でありうる。例えばある種のＩＲＭ
は、ウイルス性疾患（例えば、ヒトパピローマウイルス、肝炎、ヘルペス）、腫瘍（例え
ば、基底細胞癌、扁平上皮細胞癌、光線角化症、メラノーマ）、ＴＨ２媒介性疾患（例え
ば、喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎）、及び自己免疫疾患の治療に有用であ
りうる。ある種のＩＲＭは、例えばワクチンアジュバントとしても有用でありうる。
【０００３】
　公知のＩＲＭの多くはイミダゾキノリンアミン誘導体である（例えば、米国特許第４，
６８９，３３８号（ガースター（Gerster）を参照）が、他の化合物のクラスも知られて
いる（例えば、米国特許第５，４４６，１５３号（リンドストローム（Lindstrom）ら）
、同第６，１９４，４２５号（ガースター（Gerster）ら）及び同第６，１１０，９２９
号（ガースター（Gerster）ら）、並びに国際特許出願公開第２００５／０７９１９５号
（ヘイズ（Hays）ら）を参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　広範な疾患及び状態の治療におけるＩＲＭの大きな治療上の可能性を考慮すると、これ
までに重要な研究がなされてきてはいるものの、サイトカインの生合成の誘導又は他の機
序によって免疫反応を効果的に調節することが可能な新規化合物が依然求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は一態様において、サイトカインの生合成の誘導に有用な新規化合物を提供する
。本化合物（すなわち、Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，
５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミド）は、下式（Ｉ）：
【０００６】
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【化１】

【０００７】
　を有する。
【０００８】
　本化合物の薬学的に許容される塩を使用することもできる。
【０００９】
　式Ｉの化合物は、生物活性の観点から予想外の有益な性質を有している。本化合物は、
リポソームに基づく製剤に取り込むうえで特に望ましい。こうした製剤は、全身性のＴＮ
Ｆの誘導を抑制しつつ局所的免疫反応を増強するうえで極めて効果的であると考えられる
。
【００１０】
　動物においてサイトカインの生合成を誘導するこのような能力のため、式Ｉの化合物は
、こうした免疫反応の変化に応答するウイルス性疾患及び腫瘍などの広範な状態の治療に
有用である。したがって、本発明は更に、有効量の式１の化合物を動物に投与することに
より、動物においてサイトカインの生合成の誘導方法、動物のウイルス感染の治療方法、
及び／又は動物の腫瘍性疾患の治療方法を更に提供するものである。本発明は更に、有効
量の式Ｉの化合物をワクチンアジュバントとして動物に投与することを含む、動物へのワ
クチン接種法を提供する。
【００１１】
　本発明は、更に、薬学的に許容される担体と、治療上の有効量の式Ｉの化合物とを含む
医薬組成物を提供する。いくつかの実施形態では、医薬組成物は更に抗原（例えばワクチ
ン）を含む。医薬組成物の一部の実施形態では、式Ｉの化合物は、均質に分散された製剤
中に取り込まれる。医薬組成物の一部の実施形態では、式Ｉの化合物は、乳化された製剤
中に取り込まれる。医薬組成物の一部の実施形態では、式Ｉの化合物は、水中油型製剤（
例えば、大豆油、ＴＷＥＥＮ　８０、ＳＰＡＮ　８５、及びＰＢＳを含む製剤）中に取り
込まれる。医薬組成物の一部の実施形態では、式Ｉの化合物は、リポソームに基づく製剤
中に取り込まれる。
【００１２】
　抗原ワクチンに対するワクチンアジュバントとして使用された場合、式Ｉの化合物はワ
クチンに対する抗体反応を強化する。これにより、所望の＼治療上の有効な抗体反応を得
るために必要とされる抗原ワクチンの量を減らすことができる。例えば、ワクチン抗原の
量を、２倍、１０倍、１５倍、２５倍、５０倍、又は１００倍以上減らすことができる。
【００１３】
　本明細書に記載される非限定的な実施例によって一部説明されるように、式Ｉの化合物
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は、インフルエンザワクチンに対するワクチンアジュバントなどを含むがこれに限定され
ない、広範囲の目的において有用である。例えば、ワクチンアジュバントとして使用され
る場合、式Ｉの化合物をインフルエンザワクチン抗原と組み合わせることで、Ｈ１Ｎ１型
インフルエンザ（及びインフルエンザＡ型、Ｂ型及び豚インフルエンザ）感染に対する防
御が与えられる。詳細には、ワクチンアジュバントとして使用される場合、式Ｉの化合物
をヘマグルチニン抗原と組み合わせることでＨ１Ｎ１型インフルエンザ感染に対する防御
が与えられる。
【００１４】
　式Ｉの化合物は、主として投与部位（又は局所適用部位）においてサイトカインの産生
を誘導し、しかも顕著な全身性のサイトカインの誘導を伴わずにこれを行うことが可能で
あり、このことは副作用を低減するうえで重要となりうる。例えば、式Ｉの化合物は、バ
ックグラウンドレベル（すなわち、式Ｉの化合物の投与前に全身で測定したレベル）を上
回る全身性のＴＮＦレベルを誘導することなく、主として投与部位（又は局所適用部位）
においてＴＮＦ産生を誘導することが可能である。いくつかの用途では、式Ｉの化合物の
皮下注射を用いて、局所の流入領域リンパ節にサイトカイン産生（例えばＴＮＦ産生）を
誘導し、末梢リンパ節には誘導しないようにすることができる。例えば、式Ｉの化合物の
皮下注射によって、末梢リンパ節におけるサイトカイン産生よりも少なくとも２倍、３倍
、５倍、１０倍、又は１００倍以上のサイトカイン産生（ＴＮＦ産生など）を局所の流入
領域リンパ節に誘導することができる。
【００１５】
　式Ｉの化合物以外に、化合物Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ
［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチル）ヘキサデカンアミドを同様の合成
経路を用いて合成し、本明細書に記載される式Ｉの化合物と同じ用途、医薬組成物、及び
製剤に使用することもできる。
【００１６】
　用語「含む」及びこの変化形は、明細書及び「特許請求の範囲」においてこれらの用語
が用いられる箇所では限定的な意味を有するものではない。
【００１７】
　本明細書で使用するところの「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、「少なくとも１つの（at
 least one）」、及び「１以上の（one or more）」は、互換可能に用いられる。
【００１８】
　また、本明細書における端点による数の範囲の記載には、その範囲に含まれるすべての
数が含まれる（例えば、１～５には、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、５
、などが含まれる）。
【００１９】
　「改善する」とは、特定の状態の特徴的な症状又は臨床的兆候の程度、重症度、頻度、
及び／又は確率におけるあらゆる低減のことを指す。
【００２０】
　「抗原」とは、ある程度の免疫特異性で抗体が結合しうるあらゆる物質のことを指す。
【００２１】
　「誘導する」及びその変化形は、あらゆる測定可能な細胞活性の増大のことを指す。例
えば免疫反応の誘導には、例えば、サイトカインの産生量の増大、免疫細胞の集団の活性
化、増殖、若しくは成熟、及び／又は免疫機能の上昇の他の指標が含まれうる。
【００２２】
　本明細書で使用するところの「リポソーム」又は「リポソームに基づく」とは、これら
に限定されないが、脂質、脂質様、又はポリマー物質などの両親媒性分子からなる自己組
織化粒子のことを概して指す。これらの用語には、リポペプチド及び糖脂質も含まれうる
。
【００２３】
　「症状」とは、疾患又は患者の所定の状態のあらゆる客観的兆候のことを指す。
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【００２４】
　「治療上の」及びその変化形は、所定の状態に伴う１以上の既存の症状又は臨床的兆候
を改善する治療のことを指す。
【００２５】
　「治療する」又はその変化形は、所定の状態に関連する症状又は兆候を任意の程度で軽
減、進行を抑制、改善、予防、又は解消することを指す。
【００２６】
　本明細書で述べる化合物Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４
，５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミドは、固体、半固体
、溶媒和物（例えば水和物）、全体的又は部分的に溶解されたもの（例えば医薬組成物中
に）、又は薬学的に許容される担体中に分散されたものを含む、その薬学的に許容される
形態のいずれであってもよい。また、式Ｉの化合物（Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブ
チル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカ
ンアミド）の薬学的に許容される塩のいずれも使用可能である点も理解されよう。
【００２７】
　上記の本発明の概要は、開示される本発明の実施形態のそれぞれ又はすべての実施の態
様を説明することを目的としたものではない。以下の説明は、実例となる実施形態をより
詳細に例示するものである。以下の説明の全体にわたった複数の箇所において、複数の実
施例の一覧による目安が与えられているが、これらの実施例は異なる組み合わせで使用す
ることが可能なものである。それぞれの場合において記載される一覧はあくまで代表的な
群として与えられるものであって、排他的な羅列として解釈されるべきものではない。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００２８】
　（実施例１）
　Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１
－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミド
【００２９】

【化２】

【００３０】
　パートＡ
　吉草酸無水物（６．０３ｇ）及び塩酸ピリジン（０．１９８ｇ）をピリジン（８．２８
ｇ）に加えた溶液を、３－アミノ－４－クロロキノリン（２．９４ｇ）をピリジン（５．
０ｇ）に加えた溶液に加え、反応液を室温で１６時間攪拌した後、６０℃で３時間加熱し
た。反応液を減圧下濃縮し、炭酸ナトリウム（１５ｍＬの１０％水溶液）を加えた。反応
液を３０分間攪拌してから濾過した。得られた固体を水（６０ｍＬ）で洗浄し、真空下で
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４時間乾燥して４．５９ｇのＮ－（４－クロロキノリン－３－イル）バレルアミドを褐色
のフレークの粗生成物として得た。この粗生成物をヘプタン（１０ｍＬ）から再結晶化し
、回収された生成物をソックスレー抽出によりヘプタンを１６時間還流して更に精製した
。ソクスレー抽出装置からの回収フラスコをフリーザー内で２時間冷却した。得られた固
体を濾過により回収し、真空下で乾燥して２．００ｇのＮ－（４－クロロキノリン－３－
イル）バレルアミドを白色の固体として得た。
【００３１】
　パートＢ
　４－アミノ－１－ブタノール（７．６８ｇ）及びピリジン（７．００ｇ）をジクロロメ
タン（１００ｍＬ）に加えた溶液を氷浴中で冷やし、クロロギ酸ベンジル（１４．３７ｇ
）をジクロロメタン（１００ｍＬ）に加えた溶液を攪拌しながら３０分間かけて徐々に加
えた。氷浴を外し、反応液を更に１６時間攪拌した。塩酸（１．２Ｍ、２００ｍＬ）を加
え、各相を分離した。有機相を乾燥（ＭｇＳＯ４）、濾過し、減圧下で濃縮した。得られ
た残渣をトルエンから再結晶化し、真空下で乾燥して５．１５ｇのベンジル（４－ヒドロ
キシブチル）カルバメートを得た。
【００３２】
　Ｎ－ヒドロキシフタルイミド（３．３６ｇ）、ベンジル（４－ヒドロキシブチル）カル
バメート（４．１８ｇ）及びトリフェニルホスフィン（７．４１ｇ）をジクロロメタン（
１００ｍＬ）に加えた溶液を氷浴中で冷やし、ジイソプロピルアゾジカルボキシレート（
ＤＩＡＤ、５．６８ｇ）をジクロロメタン（５０ｍＬ）に加えた溶液の約２／３を攪拌し
ながら徐々に加えた。反応液の内部温度を監視し、発熱が検出されなくなった時点でＤＩ
ＡＤ溶液の添加を止めた。氷浴を外し、反応液を室温にまで昇温させた。反応液を減圧下
で濃縮し、得られた残渣をエタノール（２００プルーフ、１００ｍＬ）に溶解した。ヒド
ラジン（１．９８ｇ、３５％水溶液）を加え、反応液を６時間攪拌した。反応液をフリー
ザー内で冷却し、得られた固体を濾去した。固体をエタノール（５０ｍＬ）で洗浄した。
合わせた濾液を減圧下で濃縮し、ジエチルエーテル（１００ｍＬ）を加えた。不溶性の不
純物を濾去し、２．０ＭのＨＣｌのエーテル溶液（１０ｍＬ）を溶液に加えた。沈殿物が
直ちに生成された。この粗生成物をトルエン（１００ｍＬ）に加え、環流温度で１時間加
熱した。室温にまで冷却した後、固体生成物を濾過により回収し、トルエンで洗い、真空
下で乾燥して３．７６ｇのベンジル（４－アミノオキチブチル）カルバメートを得た。
【００３３】
　パートＣ
　Ｎ－（４－クロロキノリン－３－イル）バレルアミド（１．９７ｇ）、ベンジル（４－
アミノオキシブチル）カルバメート（２．９９ｇ）、トリエチルアミン（０．８９ｇ）、
及び２－プロパノール（４０．６９ｇ）を加え合わせて、８０℃で３．５時間加熱した。
反応液を室温にまで冷却し、濾過してから、濾液を減圧下で濃縮した。得られた固体にジ
クロロメタン（２０ｍＬ）を加え、混合物を２０分間攪拌した。溶解しなかった固体を濾
去し、２０滴の塩酸（１．２Ｍ）を加えることによって弱酸性とした水を１０ｍＬずつ２
回使用して濾液を洗浄した。有機画分を乾燥し、減圧下で濃縮した。この固体粗生成物を
テトラヒドロフランから再結晶化して、２．５６ｇのベンジル４－｛［２－ブチル－１Ｈ
－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチルカルバメートを得た。
【００３４】
　パートＤ
　ベンジル４－｛［２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］オ
キシ｝ブチルカルバメート塩酸塩（１０．０５ｇ）をジクロロメタン（８０ｍＬ）に溶解
し、炭酸ナトリウム（２．０２ｇ）を３０ｍＬのＨ２Ｏに加えた溶液で抽出した。有機層
を氷浴中で冷却し、ｍ－クロロ過安息香酸（５．９３ｇ、１．２４当量）をジクロロメタ
ン（３０ｍＬ）に溶解した溶液を徐々に加えた。６時間後、水酸化アンモニウム（１０ｍ
Ｌの２８～３０％水溶液）を反応液に加えた。ベンゼンスルホニルクロリド（６．９６ｇ
）を１０ｍＬのジクロロメタンに加えた溶液を、激しく攪拌しながら徐々に加えた。冷却
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浴を外し、反応液を更に１２時間攪拌した。反応液を水（１００ｍＬ）で希釈し、有機画
分と水性画分とを分離した。水性画分をジクロロメタン（３０ｍＬ）で抽出した。合わせ
た有機画分を、５％炭酸ナトリウムを９０ｍＬずつ２回使用して洗浄した。
【００３５】
　このジクロロメタン溶液を蒸留装置に移し、１－ペンタノール（５０ｍＬ）を加えた。
これを４０℃に昇温し、ジクロロメタンを減圧下で除去した。次いで濃塩酸（５０ｍＬ）
を加え、反応液を攪拌し、８０℃に加熱した。１１時間後、溶液を室温にまで冷却し、水
（１００ｍＬ）で希釈した。水性画分を１－ペンタノールから分離し、この１－ペンタノ
ールを水（２５ｍＬ）で抽出した。これらの水性画分を合わせた。合わせた水性画分に１
－ペンタノール（５０ｍＬ）を加え、これを氷浴中で冷却した。激しく攪拌しながら固体
炭酸ナトリウムを加えて、ｐＨを９～１０とした。この混合物を分液漏斗に移し、各画分
を分離した。水性画分を、１－ペンタノールを２５ｍＬずつ２回使用して抽出した。合わ
せた１－ペンタノール画分を硫酸ナトリウム上で乾燥後、濾過して、１－ペンタノールに
溶解した１－（４－アミノブトキシ）－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノ
リン－４－アミンを得た。
【００３６】
　１－ペンタノール（５０ｍＬ）にマレイン酸（４．８３ｇ）を溶解し、これを攪拌しな
がら１－（４－アミノブトキシ）－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン
－４－アミンの１－ペンタノール溶液に加えることによって、１－（４－アミノブトキシ
）－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンのマレイン酸塩を
調製した。得られた沈殿物を濾過により回収し、乾燥して、７．６９ｇの１－（４－アミ
ノブトキシ）－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンのビス
マレイン酸塩を得た。１Ｈ－ＮＭＲ（ＤＭＳＯ－ｄ６）：δ　０．９６（ｔ，３Ｈ），１
．４４（ｍ，２Ｈ），１．７～１．９５（ｍ，４Ｈ），２．０２（ｍ，２Ｈ），２．８～
３．１（ｍ，４Ｈ），δ　４．４３（ｔ，２Ｈ），６．０７（ｓ，４Ｈ），７．５７（ｔ
，１Ｈ），７．７３（ｔ，１Ｈ），７．８０（ｄ，１Ｈ），８．１６（ｄ，１Ｈ）。アン
モニウムプロトンのブロードピークが、δ　７．８及びδ　８．７の付近に見られる。
【００３７】
　別の方法として、１－（４－アミノブトキシ）－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５
－ｃ］キノリン－４－アミンのフマル酸塩を以下の手順によって調製した。１－（４－ア
ミノブトキシ）－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン（６
．５３ｇ）を２－プロパノール（７５ｍＬ）に溶解し、脱色用炭素を加えた。反応液を加
熱還流し、冷めないうちに濾過し、室温にまで冷却した。フマル酸（２．５ｇ）を２－プ
ロパノールに加えた溶液を加え、反応液を環流温度で５分間加熱した。室温にまで冷却す
ると沈殿物が形成された。生成物を濾過してから真空下で乾燥することにより、６．６ｇ
の１－（４－アミノブトキシ）－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－
４－アミンフマレートを得た。
【００３８】
　１Ｈ－ＮＭＲ（ＤＭＳＯ－ｄ６）：δ　０．９５（ｔ，３Ｈ），１．４２（ｍ，２Ｈ）
，１．７０～１．９２（ｍ，４Ｈ），１．９２～２．１０（ｍ，２Ｈ），２．８５～３．
０５（ｍ，４Ｈ），４．３４（ｔ，３Ｈ），δ　６．４６（ｓ，２Ｈ），７．３０（ｔ，
１Ｈ），７．４７（ｔ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｄ，１Ｈ）。ブロー
ドなアンモニウムのピークがδ　６．７７に見られる。
【００３９】
　パートＥ
　１－（４－アミノブトキシ）－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－
４－アミンフマレート（１．３０ｇ）をジクロロメタン（２５ｍＬ）に溶解し、溶液を３
×１５ｍＬの飽和炭酸ナトリウムで洗浄した。次いで有機画分を１５ｍＬの飽和塩化ナト
リウムで洗浄し、ＭｇＳＯ４上で乾燥した。溶液を濾過し、溶媒を減圧下で除去して、生
成物を真空下で乾燥して０．７９ｇの１－（４－アミノブトキシ）－２－ブチル－１Ｈ－
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イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンを遊離塩基として得た。
【００４０】
　１－（４－アミノブトキシ）－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－
４－アミンを、ジクロロメタン（２０ｍＬ）及びメタノール（５ｍＬ）に溶解した。ステ
アリン酸（０．７１ｇ）を加え、反応液を攪拌してステアリン酸を溶解した。１－エチル
－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジイミドＨＣｌ（ＥＤＣ、０．４５ｇ）を
加え、反応液を周囲温度で１６時間攪拌した。ＥＤＣの更なる分量（０．２３ｇ）を加え
、反応液を更に２４時間攪拌した。ステアリン酸（０．２２ｇ）及びＥＤＣ（０．３７ｇ
）の最後の分量を加えて反応を完了させ、反応液を周囲温度で更に２４時間攪拌した。反
応液を減圧下で濃縮し、得られた残渣をＢｉｏｔａｇｅクロマトグラフィーシステム（Ｓ
ｉ４０＋Ｍ２３５８－１　ＳｉＧｅｌカラム、８５：１５のジクロロメタン／メタノール
によるアイソクラティック溶出）を用いたフラッシュカラムクロマトグラフィーによって
精製した。半純粋生成物を、９０：１０のジクロロメタン／メタノールによるアイソクラ
ティック溶出に続いて、９５：５のジクロロメタン／メタノールによるアイソクラティッ
ク溶出を用いたフラッシュカラムクロマトグラフィーによって更に２回精製した。生成物
を含有する画分を濃縮して、１．１２ｇのＮ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ
－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミドを
オフホワイトのワックス状の固体として得た。
【００４１】
　１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：δ　０．８９（ｔ，３Ｈ），１．０１（ｔ，３Ｈ），１
．１４～１．４２（ｍ，２８Ｈ），１．５０（ｍ，２Ｈ），１．６５（ｍ，２Ｈ），１．
７４～１．９４（ｍ，４Ｈ），２．０２（ｍ，２Ｈ），２．２０（ｔ，２Ｈ），２．９５
（ｔ，２Ｈ），３．４０（ｑ，２Ｈ），４．３３（ｔ，２Ｈ），５．５９（ｔ，１Ｈ），
６．１０（ｂｒｏａｄ　ｓ，２Ｈ），７．３９（ｍ，１Ｈ），δ　７．５７（ｍ，１Ｈ）
，７．８３（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｍ，１Ｈ）。
【００４２】
　（実施例２）
　Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１
－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミド（実施例１の化合物）のワクチンアジュバ
ント活性を、組換えヘマグルチニン１（ＨＡ）によって免疫したマウスで評価した。Ｉｇ
Ｇ２ａ抗原特異的抗体反応を５つの異なる調製物（１．ＨＡ単独（コントロール）、２．
ＨＡ＋レシキモド（比較調製物）、３．ＨＡ＋ジオレオイルホスファチジルコリン（ＤＯ
ＰＣ）中で製剤化した実施例１の化合物（リポソーム製剤）、３．ＨＡ＋実施例１の化合
物、５．ＨＡ＋ＤＯＰＣ（コントロール）を用いて測定した。
【００４３】
　実施例１の化合物及びレシキモドは、リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）中の水性懸濁液
として個別に調製した。ＤＯＰＣリポソーム製剤中で製剤化した実施例１の化合物は、以
下のように調製した。実施例１の化合物のストック溶液を、クロロホルム中１０ｍｇ／ｍ
Ｌの濃度で調製した。ジオレオイルホスファチジルコリン（ＤＯＰＣ）のストック溶液を
やはり、クロロホルム中１０ｍｇ／ｍＬの濃度で調製した。それぞれのストック溶液の一
定分量を合わせて、ＤＯＰＣ及び実施例１の化合物をそれぞれ１０：１の質量比で含有す
る溶液を得た。溶液を乾燥状態まで風乾し、プローブ超音波処理によって滅菌ＰＢＳ中に
再懸濁した。
【００４４】
　それぞれ５匹のマウスからなる各マウス群に１０μｇのＨＡ抗原のＰＢＳ溶液を単独で
、又は１ｍｇ／ｋｇの表１に示した化合物と組み合わせて皮下に免疫した。ＤＯＰＣコン
トロールの動物には、実施例１の化合物とともに調製したのと同量のＤＯＰＣを投与した
。最初の免疫化の２週間後及び４週間後に、同じ組み合わせによってマウスを追加免疫し
た。免疫の７週間後にマウスから血液採取し、ＨＡ特異的ＩｇＧ２Ａの力価を測定した。
この測定は、ＨＡをコーティングしたマイクロタイタープレート中で標準的な血清ＥＬＩ
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ＳＡにより、血清試料を連続希釈することにより行った。ＩｇＧ２ａのデータは、エンド
ポイント（ベースラインの２倍）が得られた血清の希釈度として示したものであり、１群
当たり５匹のマウスについての幾何平均である。
【００４５】
【表１】

【００４６】
　（実施例３）
　抗原依存性インターフェロンγ（ＩＦＮ－γ）反応を、実施例２においてＩｇＧ２ａ抗
体反応を測定したものと同じ動物から樹立した脾臓細胞培養物で測定した。動物から脾臓
を摘出し、５匹の動物からなる各動物群について加え合わせて２つのプールとし、破砕し
て単一の細胞懸濁液として、９６穴マイクロタイタープレートに播種した。各プールにつ
いて、コントロールとしてのＰＢＳチャレンジの３つのウェル、及び１０ｍｇのＨＡチャ
レンジの３つのウェルを置いた。この後、培養物を３７℃で７２時間インキュベートした
。この後、培地を取り出し、産生されたインターフェロンγをＥＬＩＳＡアッセイにより
測定した（ｐｇ／ｍＬ）（表２）。ＩＦＮγのデータは、各プールについて３重の測定値
を用いた幾何平均値として示す。
【００４７】

【表２】

【００４８】
　（実施例４）
　全身性腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）の形成をインビボで誘導するＮ－（４－｛［４－アミノ
－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチル）オ
クタデカンアミド（実施例１の化合物）の効果をマウスで評価した。全身性ＴＮＦの誘導
を、４つの異なる調製物（１．ＰＢＳ（コントロール）、２．レシキモド（比較調製物）
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、３．ジオレオイルホスファチジルコリン（ＤＯＰＣ）中で製剤化したレシキモド（比較
調製物）、４．ジオレオイルホスファチジルコリン（ＤＯＰＣ）中で製剤化した実施例１
の化合物（リポソーム））を用いて測定した。
【００４９】
　ジオレオイルホスファチジルコリン（ＤＯＰＣ）リポソーム中で製剤化した実施例１の
化合物は、実施例２で述べたようにして調製した。ＤＯＰＣ中で製剤化したレシキモドは
、ＤＯＰＣ中の実施例１の化合物と同様にして調製した。このレシキモド調製物は、ＰＢ
Ｓ中の水性懸濁液として調製した。
【００５０】
　１ｍｇ／Ｋｇの各試験化合物（すなわちレシキモド又は実施例１の化合物）を含有する
調製物を、マウスの皮下に注射した。投与の１時間後及び３時間後にマウスから血液採取
し、ＥＬＩＳＡアッセイにより血清中の全身性ＴＮＦを測定した（ｐｇ／ｍＬ）。結果は
、５匹の動物からなる各動物群について得られた幾何平均として示す。表３のデータは、
異なる製剤によるレシキモドの皮下注射によって全身性ＴＮＦ反応が誘導されるのに対し
て、Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－
１－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミド（実施例１の化合物）は全身性ＴＮＦ反
応を誘導しないことを示している。このことは、全身性のＴＮＦによる副作用を伴わずに
局所的な免疫系の強化作用を与えるうえで重要でありうる。
【００５１】
【表３】

【００５２】
　（実施例５）
　それぞれ５匹のマウスからなる各マウス群に、１０μｇのＨＡ抗原を単独で、又は増加
する量の表４に示されるＮ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，
５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミド（実施例１の化合物
）／ＤＯＰＣとともに皮下に免疫した。最初の免疫化の２週間後及び４週間後に、同じ組
み合わせによってマウスを追加免疫した。免疫の７週間後にマウスから血液採取し、ＨＡ
特異的ＩｇＧ２ａの力価を測定した。この測定は、ＨＡコーティングしたマイクロタイタ
ープレート中で標準的な血清ＥＬＩＳＡにより、血清試料を連続希釈することにより行っ
た。ＩｇＧ２ａのデータは、エンドポイント（ベースラインの２倍）が得られた血清の希
釈度であり、１群当たり５匹のマウスについての幾何平均である。
【００５３】
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【表４】

【００５４】
　（実施例６）
　抗原依存性インターフェロンγ（ＩＦＮ－γ）反応を、実施例５においてＩｇＧ２ａ抗
体反応を測定したものと同じ動物から樹立した脾臓細胞培養物で測定した。動物から脾臓
を摘出し、５匹の動物からなる各動物群について加え合わせて２つのプールとし、破砕し
て単一の細胞懸濁液として、９６穴マイクロタイタープレートに播種した。各プールにつ
いて、コントロールとしてのＰＢＳチャレンジの３つのウェル、及び１０ｍｇのＨＡチャ
レンジの３つのウェルを置いた。この後、培養物を３７℃で７２時間インキュベートした
。この後、培地を取り出し、産生されたインターフェロンγをＥＬＩＳＡアッセイによっ
て測定した（ｐｇ／ｍＬ）（表５）。ＩＦＮγのデータは、各プールについて３重の測定
値を用いた幾何平均値として示す。
【００５５】
【表５】

【００５６】
　（実施例７）
　ヒト末梢血単核球（ＰＢＭＣ）の腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）産生を誘導するＮ－（４－｛
［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］オキシ
｝ブチル）オクタデカンアミド（実施例１の化合物）の能力を測定した。ヒト末梢血単核
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球をヒト提供者より調製し、９６穴マイクロタイタープレートに播種した。実施例１の化
合物を以下の濃度、すなわち３０、１０、３．３、１．１、０．３７、０．１３、０．０
４３、及び０．０１４μＭで各ウェルに加えた。この後、細胞を３７℃で一晩インキュベ
ートした。培地を取り出し、ＴＮＦの濃度（ｎｇ／ｍＬ）をＥＬＩＳＡアッセイによって
測定した（表６）。
【００５７】
【表６】

【００５８】
　（実施例８）
　Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１
－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミド（実施例１の化合物）のウイルス防御活性
を、マウス適応株Ｈ１Ｎ１　Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４（米国培養細胞系統
保存機関（American Type Culture Collection）（バージニア州、マナサス）より入手）
を鼻腔内感染させたＢａｌｂ／ｃ雄性マウス（チャールズリバー社（Charles River）マ
サチューセッツ州、ウィルミントン）で評価した。感染の４週間前にそれぞれ１０匹のマ
ウスからなる各マウス群を、１．ＰＢＳ、２．１０μｇのＨＡ、又は３．１０μｇのＨＡ
＋ＤＯＰＣリポソームに加えた０．１ｍｇ／Ｋｇの実施例１の化合物でそれぞれ免疫した
。感染の２週間前に、同じ各群をそれらの対応する免疫化投与量によって追加免疫した。
マウスの生存率を鼻腔内感染後１１日間にわたって監視し、そのデータを表７に毎日の生
存率（％）として示した。第１群の１匹のマウス、及び第２群の２匹のマウスにおいて、
感染後、最初の３日間に体重減少が認められないことによって判定されるように、感染を
確立できなかった。したがって、５日目には、第１群は９匹のマウスから構成され、第２
群は８匹のマウスから構成されており、第３群及び第４群はそれぞれ１０匹のマウスから
構成されていた。
【００５９】
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【表７】

【００６０】
　（実施例９）
　Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１
－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミド（実施例１の化合物）の免疫賦活化活性を
、マウス予防的抗腫瘍免疫モデルにおいて評価した。Ｃ５７／Ｂｌ雄性マウスの各群（チ
ャールズリバー社（CharlesRiver）、マサチューセッツ州ウィルミントン）を免役し、１
）ＰＢＳ、２）２０μｇのオボアルブミン、又は３）２０μｇのオボアルブミン＋１．０
ｍｇ／Ｋｇの実施例１の化合物により２週間隔で２回、追加免疫した。最後の追加免疫の
１週間後、各マウスに４Ｅ５　Ｂ１６Ｏｖａメラノーマ腫瘍細胞を皮内注射した。腫瘍注
射の１１日後にマウスを屠殺し、腫瘍の長径及び短径を測定し、２つの測定値の積を求め
た。各群について、平均腫瘍サイズをｍｍ２＋／－標準偏差（ｓ．ｄ．）で求めた。結果
を表８に示す。
【００６１】

【表８】

【００６２】
　（実施例１０）
　Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１
－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミド（実施例１の化合物）の用量節約作用を、
異なる量のＨＡを実施例１の化合物と一緒に、又は実施例１の化合物なしで免疫したマウ
スで評価した。５匹のＢａｌｂ／ｃ雄性マウスの各マウス群（チャールズリバー社（Char
les River）マサチューセッツ州、ウィルミントン）に、１μｇ、５μｇ、又は１５μｇ
のＨＡを０．１ｍｇ／ｋｇの実施例１の化合物と一緒に、又は実施例１の化合物なしで免
疫した。免疫の２週間後及び４週間後に、同じ調製物でマウスを追加免疫した。最後の追
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加免疫の３週間後にマウスから血液採取し、ＨＡでコーティングしたマイクロタイタープ
レート中で、標準的な血清ＥＬＩＳＡアッセイを用いた血清試料の連続希釈を行うことに
よりＨＡ特異的ＩｇＧ１及びＩｇＧ２ａを測定した。ＩｇＧ１及びＩｇＧ２ａのデータを
表９にエンドポイント（ベースラインの２倍）が得られた血清の希釈度として示したが、
これは１群当たり５匹のマウスについての幾何平均である。０．１ｍｇ／Ｋｇの実施例１
の化合物をＨＡに加えることにより、この抗原に対する抗体反応は大幅に増強された。
【００６３】
【表９】

【００６４】
　（実施例１１）
　Ｎ－（４－｛［４－アミノ－２－ブチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１
－イル］オキシ｝ブチル）オクタデカンアミド（実施例１の化合物）の局所的インビボ活
性を４匹のＢａｌｂ／ｃ雄性マウス（チャールズリバー社（Charles River））からなる
各マウス群で評価し、レシキモドの活性と比較した（比較化合物）。実施例１の化合物又
はレシキモドの溶液を別々のマウス群４群に皮下注射して、投与の１時間後、３時間後、
６時間後、及び１８時間後の時点で評価を行った。いずれの化合物の最終用量も１．０ｍ
ｇ／ｋｇとした。各時点においてマウスから血液採取し、屠殺して、流入領域の腋窩リン
パ節及び上腕リンパ節を摘出して、ＲＮＡ保存液（ＲＮＡｌａｔｅｒ試薬、アンビオン社
（Ambion Corporation）、テキサス州オースチン）に入れた。血清試料をＥＬＩＳＡによ
りＴＮＦタンパク質濃度（ｐｇ／ｍＬ）について分析し、このサイトカインの全身的な存
在の指標とした。流入領域のリンパ節を処理して、定量的ＰＣＲ（アプライド・バイオシ
ステムズ社（Applied Biosystems）（カリフォルニア州、カールスバッド）より入手した
７９００ＨＴサーモサイクラー）によってＴＮＦのｍＲＮＡ遺伝子発現の測定を行った。
示したデータ（表１０）は、各群についての平均±標準偏差（ｓ．ｄ．）である。血清Ｔ
ＮＦ濃度の「検出されず」のレベルは１０ｐｇ／ｍＬ未満である。実施例１の化合物の注
射後、血清中にＴＮＦタンパク質が検出されることなく流入領域のリンパ節においてＴＮ
ＦのｍＲＮＡ遺伝子発現が誘導されたことは、実施例１の化合物のサイトカイン誘導作用
がもっぱら局所的であることを示している。
【００６５】
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【表１０】

【００６６】
　したがって、本発明は、式Ｉの化合物、並びにその医薬組成物及び製剤を提供するもの
である。一部の実施形態では、式Ｉの化合物は、リポソームに基づく製剤中に取り込まれ
る。こうした製剤と混合されるか、又はこうした製剤と別々にではあるが組み合わせて投
与される抗原を取り込ませることもできる。例えば、抗原を自己組織化するリポソーム粒
子の内腔内に入れて製剤化することができる。こうしたリポソームには、所望のサイズ及
び直径の安定した粒子を形成するのに最も適した割合のこうした物質の複合材料が含まれ
る。サイズは、ウイルス病原体を模倣するためのサブミクロンの範囲、及び細菌抗原を模
倣するためのミクロンサイズのものとすることができる。これらのサイズは、粒子の組成
及び製剤の処理によって調整することができる。
【００６７】
　本明細書に開示される方法の特定の実施形態では、式Ｉの化合物（例えば、本明細書に
開示される医薬組成物中の）は、局在化した組織領域、例えば腫瘍塊中に投与される。こ
れらの実施形態の一部では、式Ｉの化合物は、リポソーム製剤として腫瘍塊などの局在化
した組織に投与される。癌ワクチンを含ませることもできる。
【００６８】
　「局在化した組織領域」とは一般的に身体の比較的小さな部分、例えば１０体積％未満
、しばしば１体積％未満である。例えば、例えば固体腫瘍又は癌性臓器などのサイズに応
じて、局在化した組織領域は一般的に、おおよそ約５００立方ｃｍ（ｃｍ３）以下、しば
しば約１００ｃｍ３未満、及び多くの場合で１０ｃｍ３以下である。特定の用途では、局
在化した組織領域は、１ｃｍ３以下である（例えば、小型の腫瘍小結節、ウイルス病変、
又はワクチン接種部位において）。しかしながら特定の場合では、局在化した組織領域は
、例えば腹腔全体内に転移した癌を治療するために、最大で数リットルの特に大きな領域
である場合もある。局在化した組織領域は、例えば、癌、ウイルス感染した病変、若しく
は臓器、又はワクチン接種部位である場合もある。これは例えば、固体腫瘍、リンパ組織
、細網内皮系、骨髄、粘膜組織などでありうる。局在化した組織領域は、例えば、乳癌腫
瘍、胃癌腫瘍、肺癌腫瘍、頭頸部癌腫瘍、結腸直腸癌腫瘍、腎細胞癌腫瘍、膵臓癌腫瘍、
基底細胞癌腫瘍、子宮頸癌腫瘍、メラノーマ癌腫瘍、前立腺癌腫瘍、卵巣癌腫瘍、又は膀
胱癌腫瘍であってよい。局在化した組織領域への式Ｉの化合物の送達は、例えば、超音波
、ＭＲＩ、及びリアルタイムＸ線透視法（蛍光透視法）と組み合わせることができる。
【００６９】
　本明細書に開示される医薬組成物及び方法の一部の実施形態では、医薬組成物は、抗原
に対する免疫反応を生じるような有効な量の抗原を更に含む。一部の実施形態では、抗原
はワクチンである。ワクチンには、生の又は弱毒化されたウイルス性及び細菌性免疫原、
並びに不活化されたウイルス性、腫瘍由来、原生動物、生物由来、真菌性、及び細菌性免
疫原、トキソイド、毒素、多糖類、タンパク質、糖タンパク質、ペプチド、細胞ワクチン
（例えば、樹状細胞を使用したもの）、ＤＮＡワクチン、組換えタンパク質、糖タンパク
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質、及びペプチドなどの、体液性及び／又は細胞性免疫反応を引き起こすために投与され
る任意の物質が含まれる。代表的なワクチンとしては、癌、ＢＣＧ、コレラ、伝染病、チ
フス、Ａ、Ｂ及びＣ型肝炎、Ａ及びＢ型インフルエンザ、パラインフルエンザ、ポリオ、
狂犬病、はしか、流行性耳下腺炎、風疹、黄熱病、破傷風、ジフテリア、ヘモフィルス－
インフルエンザｂ型、結核、髄膜炎菌及び肺炎球菌ワクチン、アデノウイルス、ＨＩＶ、
水痘、サイトメガロウイルス、デング熱、ネコ白血病、家禽ペスト、ＨＳＶ－１及びＨＳ
Ｖ－２、豚コレラ、日本脳炎、呼吸器合胞体ウイルス、ロタウイルス、パピローマウイル
ス、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）、炭疽病、及び黄熱病に対するワクチンが挙げら
れる。例えば、国際特許出願公開第０２／２４２２５号（トムセン（Thomsen）ら）に開
示されるワクチンを参照されたい。
【００７０】
　式Ｉの化合物を抗原とともに、例えば本発明に基づく医薬組成物中に混合して、同時に
送達することができる。こうした医薬組成物は、式Ｉの化合物をリポソーム中に含みうる
。これにより、式Ｉの化合物は、例えば抗原提示細胞に抗原と同時、又はほぼ同時に到達
することが可能となる。他の実施形態では、式Ｉの化合物と抗原とを別々に、又は同時、
若しくはほぼ同時に投与してもよい。ワクチンアジュバント（例えば、式Ｉの化合物など
のＩＲＭ化合物）と抗原とを免疫細胞に同時に送達することにより、その抗原に対する免
疫反応が増強され、抗原特異的な免疫記憶が向上する。最適な送達は、例えば、アジュバ
ントと抗原が同時に抗原提示細胞内で処理される場合に生じうる。
【００７１】
　上記に具体的に述べた送達方法以外に、式Ｉの化合物（例えば、本明細書に開示される
医薬組成物中の）は、他の任意の適当な方法（例えば、腸管内又は腸管外）によって投与
することができる。本明細書で用いるところの腸管内とは、経口摂取によるものを含む消
化管を経由する投与のことを指す。腸管外とは、経鼻投与（例えば、吸入による経粘膜投
与）、局所投与、眼内投与、及び頬側投与を含む、消化管を経由するもの以外の投与法の
ことを指すが、実際には、例えば従来の針注射、マイクロニードルアレイを使用した注射
、又は他の任意の公知の注射法を用いた注射（例えば、静脈内、筋内、皮下、腫瘍内、又
は経皮注射）のことを通常は指す。
【００７２】
　式Ｉの化合物は、患者への投与に適した任意の医薬組成物として与えることができるも
のであり、医薬組成物中に任意の適当な形態（例えば、溶液、懸濁液、エマルション、又
は任意の混合物の形態）で存在してよい。医薬組成物は、薬学的に許容される任意の賦形
剤、担体、又は分散媒とともに製剤化することができる。一部の実施形態では、薬学的に
許容される担体は水を含む（例えば、リン酸又はクエン酸緩衝食塩水）。一部の実施形態
では、薬学的に許容される担体は、油分（例えば、コーンオイル、ゴマ油、スクアレン、
綿実油、大豆油、又はサフラワー油）を含む。医薬組成物は更に、皮膚浸透促進剤、着色
剤、香料、香味料、保湿剤、増粘剤、懸濁化剤、界面活性剤、及び分散剤などの１以上の
添加剤を含んでもよい。
【００７３】
　上記に具体的に述べた抗原以外に、本開示の医薬組成物及び方法は、例えば混合物とし
て、又は別々に投与される他の更なる活性物質を含みうる。このような更なる物質として
は、化学療法剤、細胞毒性物質、抗体、抗ウイルス剤、サイトカイン、腫瘍壊死因子受容
体（ＴＮＦＲ）アゴニスト、又は更なる免疫反応調節物質が含まれる。式Ｉの化合物とと
もに送達することが可能なＴＮＦＲアゴニストとしては、同時係属中の米国特許出願公開
第２００４／０１４１９５０号（ノエル（Noelle）ら）に開示されるものなどの、ＣＤ４
０受容体アゴニストが挙げられる。本発明のＩＲＭ調製物と組み合わせて使用するための
他の活性成分としては、例えば米国特許出願公開第２００３／０１３９３６４号（クリー
グ（Krieg）ら）に開示されるものが挙げられる。
【００７４】
　一部の実施形態では、本発明に基づく医薬組成物は、従来の局所投与製剤（例えば、ク
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リーム、軟膏、エアロゾル製剤、非エアロゾルスプレー、ジェル、又はローション）であ
りうる。適当な製剤の種類については、例えば、米国特許第５，２３８，９４４号（ウィ
ック（Wick）ら）、米国特許第５，９３９，０９０号（ビュールライン（Beaurline）ら
）、米国特許第６，２４５，７７６号（スワジンスキー（Skwierczynski）ら）、欧州特
許第０３９４０２６号（シュルツ（Schultz））、及び米国特許出願公開第２００３／０
１９９５３８号（スワジンスキー（Skwierczynski）ら）に述べられている。
【００７５】
　式Ｉの化合物は、上記に述べたようにＴＮＦ－αの産生を誘導することが示されている
。ＴＮＦの産生を誘導する能力は、式Ｉの化合物が、多くの異なる機序で免疫反応を調節
しうる免疫反応調節物質として有用であることを示すものであり、式Ｉの化合物を様々な
疾患の治療に有用とするものである。式Ｉの化合物の投与によってその産生が誘導されう
る他のサイトカインとしては、一般的に、Ｉ型インターフェロン（例えばＩＮＦ－α）、
ＩＬ－１、ＩＬ－６、ＩＬ－８、ＩＬ－１０、ＩＬ－１２、ＭＩＰ－１、ＭＣＰ－１、及
び各種の他のサイトカインが挙げられる。他の作用の中でもとりわけ、これら及び他のサ
イトカインはウイルスの産生及び腫瘍細胞の増殖を阻害するものであるため、式Ｉの化合
物はウイルス性疾患及び腫瘍性疾患の治療に有用である。したがって、本発明は、動物に
おけるサイトカイン生合成を誘導する方法であって、動物に式Ｉの化合物の有効量（例え
ば医薬組成物中の）を投与することを含む、方法を提供するものである。サイトカイン生
合成を誘導するために式Ｉの化合物が投与される動物は疾患（例えば、ウイルス性疾患又
は腫瘍性疾患）を有していてもよく、本化合物の投与によって治療法を与えることができ
る。また、式Ｉの化合物は、式Ｉの化合物の投与によって予防的治療が与えられるように
、動物が疾患を得る前に動物に投与することもできる。
【００７６】
　サイトカインの産生を誘導する能力以外に、式Ｉの化合物は自然免疫反応の他の側面に
も影響しうる。例えば、ナチュラルキラー細胞の活性が刺激されうるが、これはサイトカ
イン誘導による作用と考えられる。式Ｉの化合物のＩＲＭ活性にはマクロファージの活性
化も含まれうるが、これにより一酸化窒素の分泌及び更なるサイトカインの産生が刺激さ
れる。式Ｉの化合物のＩＲＭ活性には、Ｔ細胞によるサイトカイン産生の誘導、特定の抗
原に特異的なＴ細胞の活性化、及び／又は樹状細胞の活性化も含まれうる。更に、式Ｉの
化合物のＩＲＭ活性には、Ｂリンパ球の増殖及び分化が含まれうる。式Ｉの化合物のＩＲ
Ｍ活性は、獲得免疫反応にも影響しうる。例えば、ＩＲＭ活性には、１型Ｔヘルパー（Ｔ

Ｈ１）によるサイトカインＩＦＮ－γの産生の誘導、及び／又は２型Ｔヘルパー（ＴＨ２
）によるサイトカインＩＬ－４、ＩＬ－５及び／又はＩＬ－１３の産生の阻害が含まれう
る。
【００７７】
　式Ｉの化合物の投与によって治療することが可能な代表的な状態としては、
　（ａ）アデノウイルス、ヘルペスウイルス（例えば、ＨＳＶ－Ｉ、ＨＳＶ－ＩＩ、ＣＭ
Ｖ、又はＶＺＶ）、ポックスウイルス（例えば、天然痘若しくはワクシニアなどのオルソ
ポックスウイルス、又は伝染性軟属腫）、ピコルナウイルス（例えば、ライノウイルス又
はエンテロウイルス）、オルソミクソウイルス（例えばインフルエンザウイルス）、パラ
ミクソウイルス（例えば、パラインフルエンザウイルス、ムンプスウイルス、麻疹ウイル
ス、及び呼吸器合胞体ウイルス（ＲＳＶ））、コロナウイルス（例えばＳＡＲＳ）、パポ
バウイルス（例えば、性器疣贅、尋常性疣贅、又は足底疣贅を引き起こすものなどのパピ
ローマウイルス）、ヘパドナウイルス（例えばＢ型肝炎ウイルス）、フラビウイルス（例
えば、Ｃ型肝炎ウイルス又はデングウイルス）、又はレトロウイルス（例えば、ＨＩＶな
どのレンチウイルス）による感染によって引き起こされる疾患などのウイルス性疾患；
　（ｂ）例えば、エシェリキア属、エンテロバクター属、サルモネラ属、スタフィロコッ
カス属、シゲラ属、リステリア属、エアロバクター属、ヘリコバクター属、クレブシラ属
、プロテウス属、シュードモナス属、ストレプ卜コッカス属、クラミジア属、マイコプラ
ズマ属、ニューモコッカス属、ナイセリア属、クロストリジウム属、バチルス属、コリネ
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バクテリウム属、マイコバクテリウム属、カンピロバクター属、ビブリオ属、セラチア属
、プロビデンシア属、クロモバクテリウム属、ブルセラ属、エルシニア属、ヘモフィルス
属、又はボルデテラ属の細菌による感染によって引き起こされる疾患などの細菌性疾患；
　（ｃ）クラミジア、真菌性疾患（例えば、カンジダ症、アスペルギルス症、ヒストプラ
スマ症、又はクリプトコッカス髄膜炎）、又は寄生虫疾患（例えば、マラリア、ニューモ
シスチスカリニ肺炎、リーシュマニア症、クリプトスポリジウム症、トキソプラズマ症、
及びトリパノソーマ感染）などの他の感染症；
　（ｄ）上皮内腫瘍、子宮頚部異形成、日光角化症、基底細胞癌、扁平上皮細胞癌、腎細
胞癌、カポジ肉腫、メラノーマ、白血病（例えば、骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病、
多発性骨髄腫、非ホジキンリンパ腫、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、Ｂ細胞リンパ腫、及びヘアリ
ーセル白血病）、乳癌、肺癌、前立腺癌、結腸癌、及び他の癌などの腫瘍性疾患；
　（ｅ）アトピー性皮膚炎又は湿疹、好酸球増加、喘息、アレルギー、アレルギー性鼻炎
、オメン症候群などのＴＨ２媒介性アトピー性疾患；
　（ｆ）全身性エリテマトーデス、原発性血小板血症、多発性硬化症，円板状エリテマト
ーデス、及び円形脱毛症などの特定の自己免疫疾患；並びに、
　（ｇ）ケロイド形成及び他の種類の瘢痕化の阻害などの創傷修復に関連する疾患（例え
ば、慢性創傷を含む創傷治癒の促進）が挙げられる。
【００７８】
　式Ｉの化合物の抗ウイルス及び抗腫瘍活性の機序は、様々な重要なサイトカイン（例え
ば、少なくとも１種類の腫瘍壊死因子、インターフェロン、及びインターロイキン）の誘
導による免疫反応の増強によるところが大きいものと思われる。こうした化合物は、特定
の単球／マクロファージ由来のサイトカインの速やかな放出を刺激することが示されてお
り、また、Ｂ細胞を刺激して、これらのＩＲＭ化合物の抗ウイルス及び抗腫瘍活性におけ
る重要な役割を担う抗体を分泌させることが可能である。
【００７９】
　上記に述べた疾患の治療においては、式Ｉの化合物は、例えば上記に述べた活性物質の
ような他の治療法及び他の手術（例えば、ケモアブレーション、レーザーアブレーション
、クライオセラピー、及び外科的切除）と組み合わせて使用することができる。
【００８０】
　サイトカイン生合成を誘導するうえで有効な化合物の量とは、単球、マクロファージ、
樹状細胞及びＢ細胞などの１以上の細胞の種類に、例えば、ＩＦＮ－α、ＴＮＦ－α、Ｉ
Ｌ－１、ＩＬ－６、ＩＬ－１Ｏ及びＩＬ－１２などの１以上のサイトカインを、これらの
サイトカインのバックグラウンドレベルよりも高い量で産生させるのに充分な量である。
正確な量は、当該技術分野では周知の因子によって変化するが、約１００ナノグラム／キ
ログラム（ｎｇ／ｋｇ）～約５０ミリグラム／キログラム（ｍｇ／ｋｇ）、実施形態によ
っては約１０マイクログラム／キログラム（μｇ／ｋｇ）～約５ｍｇ／ｋｇの用量である
と予想される。本発明は更に、動物のウイルス感染症の治療方法、及び動物の腫瘍性疾患
の治療方法であって、動物に本発明の化合物又は医薬組成物の有効量を投与することを含
む、方法を提供する。ウイルス感染を治療又は阻害するための有効量とは、非処理のコン
トロール動物と比較してウイルス性病変、ウイルス量、ウイルス産生速度、及び致死率な
どのウイルス感染症の１以上の症状の低減を引き起こす量である。こうした治療において
有効な正確な量は、当該技術分野では周知の因子によって変化するが、約１００ｎｇ／ｋ
ｇ～約５０ｍｇ／ｋｇ、実施形態によっては約１０μｇ／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの用量で
あると予想される。腫瘍性状態を治療するうえで有効な化合物又は医薬組成物の量とは、
腫瘍のサイズ又は腫瘍病巣の数の低減をもたらす量である。この場合もやはり、正確な量
は、当該技術分野では周知の因子によって変化するが、約１００ｎｇ／ｋｇ～約５０ｍｇ
／ｋｇ、実施形態によっては約１０μｇ／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの用量であると予想され
る。本発明の方法は、任意の適当な患者に対して行うことができる。適当な患者としては
、ヒト、ヒト以外の霊長類、齧歯類、イヌ、ネコ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、又はウシ
などが挙げられる。
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【００８１】
　例えば、本発明の実施に適した製剤の組成、本発明に基づく方法において有効な式Ｉの
化合物の正確な量、及び投与レジメンは、担体の性質、患者の免疫系の状態（例えば、抑
制されている、不全である、刺激されているなど）、式Ｉの化合物の投与方法、及び製剤
が投与される種などの当該技術分野で周知の因子によって変化する。したがって、すべて
の可能な応用例について有効な、式Ｉの化合物を含む製剤の組成、有効量を構成する式Ｉ
の化合物の量、又は投与レジメンを一般的に記載することは現実的ではない。しかしなが
ら、当業者であれば、こうした因子を充分に考慮することで、適切な製剤、式Ｉの化合物
の量、及び投与レジメンを容易に決定することが可能である。
【００８２】
　一部の実施形態では、本発明の方法は、式Ｉの化合物を例えば約０．０００１％～約２
０％（特に断らないかぎり、本明細書で与えられるすべての比率（％）は、全製剤に対す
る重量／重量比率である。）の化合物の濃度を有する製剤として患者に投与することを含
むが、実施形態によっては、式Ｉの化合物は、この範囲の外側の濃度で化合物を与える製
剤を用いて投与される場合もある。一部の実施形態では、本方法は、約０．０１％～約１
％の式Ｉの化合物を含む製剤、例えば約０．１％～約０．５％の式Ｉの化合物を含む製剤
を患者に投与することを含む。
【００８３】
　一部の実施形態では、本発明の方法は、例えば約１００ｎｇ／ｋｇ～約５０ｍｇ／ｋｇ
の用量を与えるのに充分な化合物を患者に投与することを含むが、実施形態によっては、
本方法は、この範囲の外側の用量で化合物を投与することによって行うこともできる。こ
れらの実施形態の一部のものでは、本方法は、約１０μｇ／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの用量
、例えば約１００μｇ／ｋｇ～約１ｍｇ／ｋｇの用量を与えるのに充分な化合物を患者に
投与することを含む。一部の実施形態では、本発明の方法は、例えば約０．０１ｍｇ／ｍ
２～約１０ｍｇ／ｍ２の用量を与えるのに充分な化合物を投与することを含みうる。また
、用量は、治療計画の開始の直前に得られた実際の体重を用いて計算してもよい。このよ
うにして計算された用量では、体表面積（ｍ２）を、下記のデュボイ法を使用して治療計
画を開始する前に計算する。すなわち、ｍ２＝（体重（ｋｇ）０．４２５×身長（ｃｍ）
０．７２５）×０．００７１８４。
【００８４】
　本明細書に開示される方法の一部の実施形態では、式Ｉの化合物は例えば週１回～複数
回投与することができるが、実施形態によっては、本発明の方法は、式Ｉの化合物をこの
範囲の外側の頻度で投与することによって行うこともできる。一部の実施形態では、式Ｉ
の化合物は、月約１回～週約５回投与することができる。一部の実施形態では、式Ｉの化
合物は週１回投与される。
【００８５】
　式Ｉの化合物は、高濃度のサイトカインを誘導する一方で化合物の全身濃度は低くなる
ように製剤化することができるため、望ましくない全身副作用を最小限に抑えつつ、増強
された局所免疫反応を与えるのに極めて有用であると考えられる。このことは、腫瘍への
直接投与及び／又はワクチンアジュバントなどの多くの用途において有益となりうる。
【００８６】
　本発明の目的及び利点について上記の実施例によって説明したが、記載した本発明の特
定の材料及び量、並びに他の条件及び詳細は、本発明を不要に限定するものとして解釈さ
れてはならない。
【００８７】
　本明細書中に引用される特許、特許文献、及び刊行物の完全な開示内容を、恰もそれぞ
れが個々に援用されたのと同様にしてそれらの全容を援用するものである。本発明の範囲
及び趣旨から逸脱することなく、本発明の様々な改変及び変更が当業者には明らかとなる
であろう。本発明は、本明細書に記載される例示的な実施形態及び実施例によって不当に
限定されるものではない点、また、こうした実施例及び実施形態はあくまで例示を目的と



(21) JP 2017-82003 A 2017.5.18

して示されるにすぎないのであって、本発明の範囲は本明細書において以下に記載する特
許請求の範囲によってのみ限定されるものである点は理解すべきである。
【手続補正書】
【提出日】平成29年2月10日(2017.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下式：
【化１】

で表される化合物、又はその薬学的に許容される塩。
【請求項２】
　薬学的に許容される担体及び請求項１に記載の化合物を含む医薬組成物。
【請求項３】
　リポソームを含む製剤中に請求項１に記載の化合物を含む医薬組成物。
【請求項４】
　抗原を更に含む、請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　前記化合物と抗原が、単一の組成物中に混合される、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　前記化合物と抗原が前記組成物の別々の成分として存在することで、組み合わせて投与
される、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記抗原が、癌ワクチンである、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記抗原が、ウイルスワクチンである、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　抗原を更に含む、請求項３に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　前記抗原が、インフルエンザワクチンである、請求項４に記載の医薬組成物。
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【請求項１１】
　前記抗原が、少なくとも１つのヘマグルチニン抗原である、請求項４に記載の医薬組成
物。
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