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(57)【要約】
【課題】　本発明の目的は、テルミサルタンのアンモニウム塩及び酢酸エチルを含む溶液
と酢酸とを混合することにより、血圧降下剤として有用なテルミサルタンを製造する方法
において、生産性よく、テルミサルタン中に含有する酢酸エチルの量を高度に制御する方
法を提供することにある。
【解決手段】　テルミサルタンのアンモニウム塩及び酢酸エチルを含む溶液と酢酸とを混
合して前記テルミサルタンのアンモニウム塩を中和することにより、前記テルミサルタン
を製造する方法において、前記溶液における酢酸エチルの量が前記テルミサルタンのアン
モニウム塩１モルに対して０．０１モル以上７．０モル以下であることを特徴とする方法
である。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（１）
【化１】

で示されるテルミサルタンのアンモニウム塩及び酢酸エチルを含む溶液と酢酸とを混合し
て前記テルミサルタンのアンモニウム塩を中和することにより前記テルミサルタンを得る
中和工程を含む前記テルミサルタンの製造方法において、前記テルミサルタンのアンモニ
ウム塩及び酢酸エチルを含む溶液における酢酸エチルの量が前記テルミサルタンのアンモ
ニウム塩１モルに対して０．０１モル以上７．０モル以下であることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記テルミサルタンのアンモニウム塩が酢酸エチルを含む溶媒に溶解した第一溶液から
前記テルミサルタンのアンモニウム塩の結晶を析出させて前記テルミサルタン及び／また
は前記テルミサルタンのアンモニウム塩並びに酢酸エチルを含む混合物を得る精製工程、
　前記精製工程で得られた混合物を溶解させてテルミサルタンのアンモニウム塩及び酢酸
エチルを含む第二溶液を調整する溶液調製工程、及び
　前記第二溶液と酢酸とを混合して前記テルミサルタンのアンモニウム塩を中和すること
により前記テルミサルタンを得る中和工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　酢酸エチルの含有量が２０００ｐｐｍ以下である前記テルミサルタン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テルミサルタンの製造において、生産性よく、酢酸エチルの含有量を制御で
きる新規な方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記式（１）
【０００３】

【化１】

【０００４】
で示されるテルミサルタン（化学名称：４′－［［２－ｎ－プロピル－４－メチル－６－
（１－メチルベンズイミダゾール－２－イル）－ベンズイミダゾール－１－イル］－メチ
ル］－ビフェニル－２－カルボン酸）は、アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗薬として高血
圧治療に使用されている（特許文献１～３参照）。
【０００５】
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　このテルミサルタンは、複数の結晶形態が存在することが知られているが、それらの結
晶形態の中でも、Ａ型結晶と呼ばれる結晶形態は、医薬品として好適に使用でき、工業的
な利用価値が高い。このＡ型結晶の製造方法について、特許文献１及び２には、テルミサ
ルタンとアンモニアとを混合して、テルミサルタンのアンモニウム塩の溶液を調製した後
、当該溶液と酢酸とを混合し中和することによって、テルミサルタンのＡ型結晶を析出さ
せる方法が記載されている。また、特許文献３には、テルミサルタンの精製方法として、
アルコール類、水、酢酸エチルの混合溶媒中に、テルミサルタンのアンモニウム塩が溶解
した溶液から、テルミサルタンのアンモニウム塩を結晶化させてテルミサルタンのアンモ
ニウム塩の結晶を得る方法、及び、当該アンモニウム塩を乾燥させてテルミサルタンのア
モルファス体を得る方法が開示されている。当該精製方法によれば、他の公知の方法によ
っては除去困難な、テルミサルタンに含まれる特定の不純物群が、効率的に除去できる旨
が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－１５３０８０号公報
【特許文献２】特許第４７００８１３号
【特許文献３】特開２０１３－２２７２７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献３には、溶媒を含むテルミサルタンのアンモニウム塩の結晶を、３５℃以上の
温度で乾燥させると、アンモニアが揮発することによって、得られる乾燥体の一部または
全部がテルミサルタンのアモルファス体となり、３５℃未満の温度で乾燥させると、アン
モニアの揮発が抑制されるため、乾燥体はテルミサルタンのアンモニウム塩の結晶を主と
したものとして得られることが記載されている。当該テルミサルタンのアモルファス体か
らＡ型結晶を製造しようとするには、再度、溶液中でアンモニウム塩化し、中和／再結晶
を行う必要があるため効率的でなかった。一方で、テルミサルタンのアンモニウム塩を結
晶として得るためには、３５℃未満の温度で長時間乾燥しなければ、溶媒を除去すること
ができず、やはり効率的ではなかった（特許文献３の実施例では、実際に１８時間乾燥し
ている）。
【０００８】
　そのため、本発明者等は、これらテルミサルタンのアンモニウム塩の結晶、またはテル
ミサルタンのアモルファス体を使用せずに、テルミサルタンのＡ型結晶を製造する方法の
検討を行った。その中で、特許文献３に記載の方法を利用するために、再結晶で得られた
テルミサルタンのアンモニウム水の結晶を、溶媒が残存する、湿体の状態で使用すること
を検討した。湿体の状態であれば、乾燥によってアモルファス体となることもなく、短時
間で容易に得ることができるし、しかも、最終的に得られるテルミサルタンの結晶を乾燥
することによりって、当該湿体に含まれる溶媒は次の工程で使用された他の溶媒と同様に
除去できると考えたからである。
【０００９】
　しかしながら、特許文献３に記載の方法によって得られる、湿体のテルミサルタンのア
ンモニウム塩を中和／再結晶した場合、最終的に得られるＡ型結晶に酢酸エチルが残存す
る場合があり、改善の余地があることが分かった。得られたＡ型結晶を酢酸エチルの沸点
を上回る高温や減圧の条件にて乾燥を行っても、残留した酢酸エチルを一定量以下まで低
減することが困難であった。当該酢酸エチルは、湿体のテルミサルタンのアンモニウム塩
に残留していたものと考えられ、中和／再結晶を行なう際の系中における酢酸エチルの量
は、系全体に対して微量であると考えられる。このように、系中に不純物量レベルで含ま
れる溶媒が得られた結晶に残留溶媒として含まれることは、通常起こり得ない現象である
。それにも関わらず、このような現象が起こった理由については明らかではないが、酢酸
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エチルが特異的にテルミサルタンと化学的結合（溶媒和など）を形成し易く、テルミサル
タンの結晶中に残留したことが推測される。
【００１０】
　したがって、本発明の目的は、酢酸エチルを含むテルミサルタンのアンモニウム塩を酢
酸で中和してテルミサルタンの結晶を得る方法において、生産性よく、得られる結晶にお
ける酢酸エチルの含有量を高度に制御する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、前記課題を解決するため、鋭意研究を重ねた。その結果、テルミサルタ
ンのアンモニウム塩に含まれる酢酸エチル量を特定の範囲とすることにより、最終的に得
られるテルミサルタン中の酢酸エチル量を低減できることを見出した。さらに、得られる
テルミサルタンに残留する酢酸エチルの量は、反応条件、例えば、溶媒の種類や使用量、
酢酸の使用量、反応温度等には影響されず、反応溶液における酢酸エチルの含有量のみに
依存し、且つ、反応溶液におけるテルミサルタンのアンモニウム塩に対する酢酸エチルの
含有量に依存していることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１２】
　すなわち、本発明は、テルミサルタンのアンモニウム塩及び酢酸エチルを含む溶液と酢
酸とを混合してテルミサルタンのアンモニウム塩を中和することによりテルミサルタンを
得る中和工程を含むテルミサルタンの製造方法において、テルミサルタンのアンモニウム
塩及び酢酸エチルを含む溶液における酢酸エチルの量がテルミサルタンのアンモニウム塩
１モルに対して０．０１モル以上７．０モル以下であることを特徴とする、テルミサルタ
ンの製造方法である。
【００１３】
　また、本発明では、前記中和工程に先立って、テルミサルタンのアンモニウム塩が酢酸
エチルを含む溶媒に溶解した第一溶液からテルミサルタンのアンモニウム塩の結晶を析出
させて前記テルミサルタン及び／または前記テルミサルタンのアンモニウム塩並びに酢酸
エチルを含む混合物（湿体）を得る精製工程、及び、前記精製工程で得られた混合物を溶
解させてテルミサルタンのアンモニウム塩及び酢酸エチルを含む第二溶液を調製する溶液
調製工程を行ない、得られた第二溶液を用いて中和工程を行なうことによって、本発明の
効果がより顕著に発揮されて好ましい。
【００１４】
　さらに、本発明は、酢酸エチルの含有量が２０００ｐｐｍ以下のテルミサルタンを提供
する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、酢酸エチルを含むテルミサルタンのアンモニウム塩を酢酸で中和して
テルミサルタンの結晶を得る方法において、これら反応における反応液中のテルミサルタ
ンのアンモニウム塩に対する酢酸エチル量を制御することにより、生産性よく、得られる
テルミサルタンの結晶における酢酸エチルの含有量を高度に制御することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、テルミサルタンのアンモニウム塩及び酢酸エチルを含む溶液と酢酸とを混合
してテルミサルタンのアンモニウム塩を中和することによりテルミサルタンを得る中和工
程を含むテルミサルタンを製造する方法において、テルミサルタンのアンモニウム塩及び
酢酸エチルを含む溶液における酢酸エチルの量がテルミサルタンのアンモニウム塩１モル
に対して０．０１モル以上７．０モル以下であることを特徴とする。また、本発明は、前
記中和工程に先立って、テルミサルタンのアンモニウム塩が酢酸エチルを含む溶媒に溶解
した第一溶液からテルミサルタンのアンモニウム塩の結晶を析出させて前記テルミサルタ
ン及び／または前記テルミサルタンのアンモニウム塩並びに酢酸エチルを含む混合物（湿
体）を得る精製工程、及び、前記精製工程で得られた混合物を溶解させてテルミサルタン
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のアンモニウム塩及び酢酸エチルを含む第二溶液を調製する溶液調製工程行ない、得られ
た第二溶液を用いて中和工程を行なうことが好ましい態様である。以下、精製工程、溶液
調製工程、中和工程の詳細を順に説明する。
【００１７】
　（（（精製工程）））
　本発明において、当該精製工程は、テルミサルタンのアンモニウム塩が酢酸エチルを含
む溶媒に溶解した第一溶液からテルミサルタンのアンモニウム塩の結晶を析出させて前記
テルミサルタン及び／または前記テルミサルタンのアンモニウム塩並びに酢酸エチルを含
む混合物（湿体）を得る工程であり、具体的には、特許文献３に記載された方法を実施す
ることができる。
【００１８】
　（（精製工程における第一溶液の調製））
　当該精製工程における第一溶液は、テルミサルタンのアンモニウム塩が酢酸エチルを含
む溶媒に溶解した溶液である。その調製方法は特に制限されるものではないが、具体的に
は、原料としてテルミサルタンを用い、酢酸エチルを含む溶媒と混合し、適宜アンモニア
を追加して原料をアンモニウム塩化させることによって溶解させる方法が挙げられる。
【００１９】
　（テルミサルタン（原料））
　当該第一溶液の調製において原料として使用されるテルミサルタンは特に制限されず、
公知の方法で製造されたものを使用することができるが、一般的な製造方法として、テル
ミサルタンのアルキルエステルを加水分解する方法が挙げられる。具体的には、ｔ－ブチ
ルエステルやメチルエステル等のテルミサルタンのアルキルエステルを溶媒中、トリフル
オロ酢酸や塩酸などの酸を用いて加水分解させ、テルミサルタンを生成する。次いで、後
処理として水などのテルミサルタンに対する溶解性が低い溶媒を投入しテルミサルタンを
結晶化させる、或いは、有機溶媒にテルミサルタンを抽出し濃縮する等の方法によりテル
ミサルタンを効率的に製造することができる。反応や後処理の条件によるが、通常このよ
うにして得られるテルミサルタンは、その純度が９０．０～９８．５％で、医薬品原薬と
して使用するためには精製し高純度化する必要があり、その方法として精製効率の観点か
ら当該精製工程の方法が好適に使用できる。
【００２０】
　（アンモニア）
　当該第一溶液の調製で使用されるアンモニアは特に制限されず、一般的に入手可能なも
のを使用することができる。具体的には、気体、水または有機溶媒の溶液の形態のものを
使用することができ、溶液の形態のものを使用することが取り扱い易く好ましい。また、
有機溶媒の溶液を使用する場合、溶媒の種類としてメタノール、エタノール等のアルコー
ル類、酢酸エチル等のエステル類を使用することができる。溶液の濃度は、特に制限され
ず、アンモニア及び溶媒の量が後述の範囲を満たすように適宜調製すれば良い。アンモニ
アの使用量は、テルミサルタン１モルに対して、２．０モル以上３０．０モル以下である
が、テルミサルタンのアンモニウム塩の精製効率や回収率を考慮すると、３．０モル以上
２０．０モル以下が好ましく、４．３モル以上１５．０モル以下がさらに好ましい。
【００２１】
　（第一溶液の溶媒）
　第一溶液をなす溶媒は、酢酸エチルを含むものである。また、当該第一溶液をなす溶媒
は、酢酸エチルの他にアルコール類及び水であり、これら３種の溶媒から構成される。こ
こでアルコール類とは炭素数が２から１２のアルコールであり、具体的には、エタノール
、１－プロパノール、イソプロピルアルコール、ｔ－ブタノール、プロパルギルアルコー
ル、アリルアルコールなどが挙げられる。これらのアルコール類は単独で使用してもよく
、二つ以上組み合わせて使用してもよい。これらの中でも、精製効率や回収率の観点から
、エタノール、１－プロパノール、イソプロピルアルコール等の炭素数２～３のアルコー
ル類が好ましく、中でも、エタノールは精製効率が特に高いため、最も好ましい。
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【００２２】
　各溶媒の使用量は、テルミサルタン１ｇに対して、水が０．５～５０ｍＬ、アルコール
類が０．１～２０ｍＬ、酢酸エチルが１～５０ｍＬである。これら範囲を満たし、且つ、
第一溶液をなす溶媒を１００質量％としたときに、各溶媒が２．５質量％以上含めば、各
溶媒の混合割合は特に制限されることなく、操作性などを考慮し適宜決定すればよい。
【００２３】
　（第一溶液の調製方法）
　当該第一溶液は、テルミサルタンのアンモニウム塩を、酢酸エチルを含む溶媒に溶解し
た溶液である。その調製方法は特に制限されるものではないが、具体的には、原料として
テルミサルタンを用い、酢酸エチルを含む溶媒と混合し、アンモニアを追加して原料をア
ンモニウム塩化させることによって溶解させる方法が挙げられる。この際の方法は特に制
限されず、原料、溶媒及びアンモニアを混合すれば良く、それらの混合順序も特に制限さ
れるものではないが、原料と溶媒とを混合した後にアンモニアを混合することによりアン
モニウム塩化が短時間で完了するため、第一溶液を調製し易く好ましい。また、溶媒は事
前に混合しても良いし、原料等と順次混合しても良く、操作性等を考慮して適宜決定すれ
ば良い。さらに、反応容器として、温度計や温度センサーを装着した、ガラス容器、ステ
ンレス容器、テフロン（商標登録）製容器、グラスライニング容器などを使用し、当該反
応容器内で撹拌羽根、メカニカルスターラー、マグネティックスターラー等で撹拌するこ
とにより、均一な第一溶液を効率的に調製できて好ましい。当該調製操作における温度は
－１０～７０℃であり、時間はテルミサルタンの溶解が完了するのを目視で確認する等し
て適宜決定すればよい。
【００２４】
　（（精製工程における結晶の析出））
　前記のように調製された第一溶液を継続的に撹拌することにより、当該溶液からテルミ
サルタンのアンモニウム塩の結晶が析出する。また、結晶が析出する前や析出の初期段階
において、種晶としてテルミサルタンのアンモニウム塩の結晶を添加することができ、こ
れにより、効率よく結晶が析出させることができて好ましい。当該析出操作における温度
は、－１０～７０℃であり、調製操作の温度と同じあっても良く、当該範囲であれば変更
しても良い。また、当該操作の時間は、通常３時間以上で十分にテルミサルタンのアンモ
ニウム塩が析出するが、ＨＰＬＣ等によりテルミサルタンのアンモニウム塩の析出量を確
認しながら決定すれば良い。
【００２５】
　このようにしてテルミサルタンのアンモニウム塩を析出させた後、後処理として、減圧
濾過や加圧濾過、遠心分離等の公知の方法により固液分離することにより、テルミサルタ
ンのアンモニウム塩の湿体を得ることができる。固液分離の際は、水や酢酸エチル等を用
いて洗浄することによって、結晶に含まれる母液を十分に取り除くことが好ましい。
【００２６】
　前記テルミサルタンのアンモニウム塩の湿体は、通常、酢酸エチルを含むものであるた
め、テルミサルタンのアンモニウム塩、及び酢酸エチルを含む混合物である。この混合物
は、テルミサルタンのアンモニウム塩１モルに対して酢酸エチルの含有量が０．０１モル
以上７．０モル以下であれば、そのまま次の溶液調製工程に使用することもできる。ただ
し、テルミサルタンのアンモニウム塩１モルに対して酢酸エチルの含有量が７．０モルを
超える場合には、乾燥して酢酸エチルの含有量が０．０１モル以上７．０モル以下の範囲
とすることが好ましい。
【００２７】
　この混合物は、テルミサルタンのアンモニウム塩１モルに対して酢酸エチルの含有量が
０．０１モル以上７．０モル以下とすることが好ましい。混合物がこの範囲を満足するこ
とにより、操作性が高くなり、経済的にも有利となる。この混合物において、テルミサル
タンのアンモニウム塩１モルに対して酢酸エチルの含有量が０．０１モル未満とするため
には、３５℃未満の低温で長時間乾燥する必要があるため、好ましくない。一方、テルミ
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サルタンのアンモニウム塩１モルに対して酢酸エチルの含有量が７．０モルを超える場合
には、最終的に得られるテルミサルタンに酢酸エチルが残存し易くなるため、好ましくな
い。生産性、酢酸エチルの残存量を考慮すると、該混合物は、テルミサルタンのアンモニ
ウム塩１モルに対して、酢酸エチルの含有量が０．０２モル以上５．８モル以下とするこ
とがより好ましく、０．０３モル以上４．０モル以下とすることがさらに好ましく、０．
０５モル以上２．２モル以下とすることが特に好ましく、０．０５モル以上１．２モル以
下とすることが最も好ましい。
【００２８】
　この混合物を乾燥することにより、テルミサルタンのアンモニウム塩１モルに対して酢
酸エチルの含有量が０．０１モル以上７．０モル以下とする方法は、特に制限されるもの
ではないが、１０～８０℃の温度で減圧乾燥することが好ましい。特許文献３には、３５
℃以上の温度で乾燥させると、テルミサルタンのアモルファス体となることが記載されて
いるが、本発明者等の更なる検討によれば、３５℃以上の温度で乾燥した混合物であって
も、テルミサルタンのアンモニウム塩１モルに対して酢酸エチルが０．０１モル以上７．
０モル以下の範囲で含有されれば、アモルファス体とならないことを見出した。ただし、
乾燥条件によっては、テルミサルタンのアンモニウム塩に極微量のアモルファス体が含ま
れる場合があり、結果的にテルミサルタン及び／またはテルミサルタンのアンモニウム塩
が得られる。その含有量は具体的にはテルミサルタンのアンモニウム塩１モルに対して０
．０５モル以下である。そのため、より生産性を高めるためには、該混合物は、テルミサ
ルタンのアンモニウム塩１モルに対して酢酸エチルの含有量が０．０１モル以上７．０モ
ル以下の範囲を満足するように、２０～７０℃の温度範囲で減圧乾燥することが好ましい
。乾燥時間は、使用する装置、乾燥させるアンモニウム塩の量等で最適値が異なるため一
概に限定できないが、５分間以上１５時間未満、好ましくは５分間以上１０時間以下であ
れば十分である。
【００２９】
　ただし、酢酸エチルの含有量は、この混合物の時点で調整しなくても、下記に詳述する
第二溶液を製造する際に調整することもできる。
【００３０】
　（（（溶液調製工程）））
　本発明において、当該溶液調製工程は、前記精製工程で得られた混合物を溶解させてテ
ルミサルタンのアンモニウム塩及び酢酸エチルを含む第二溶液を調製する工程である。使
用するテルミサルタンのアンモニウム塩、及び酢酸エチルを含む混合物によっては、アン
モニアを添加する必要がある。
【００３１】
　（第二溶液の溶媒）
　本発明において、第二溶液をなす溶媒は、メタノールまたはエタノールである。これら
は単一で使用しても良く、各溶媒を混合して使用しても良い。これらは何れもテルミサル
タンのアンモニウム塩に対する溶解度が高いため、容易に第二溶液を調製することができ
る。また、テルミサルタンに対する溶解度が低いため、高い回収率を得ることができる。
メタノールまたはエタノールは、試薬または工業用原料などのグレードのものを何ら制限
無く使用できる。また、メタノールまたはエタノール１００ｍＬに対して２０ｍＬ以下、
好ましくは１０ｍＬ以下であればメタノールまたはエタノール以外の溶媒を含むことがで
きる。このとき含むことができる溶媒としては、アセトニトリルなどのニトリル類、アセ
トンやメチルエチルケトンなどのケトン類、トルエンやキシレンなどの芳香族炭化水素類
、ジクロロメタやクロロホルムなどのハロゲン化脂肪族炭化水素類、ジメチルスルホキシ
ド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、水などを挙
げることができる。さらに、上記範囲を満たす量であれば、酢酸エチルを含むこともでき
る。
【００３２】
　本発明において、メタノールまたはエタノールの使用量は、テルミサルタン及び／また
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はテルミサルタンのアンモニウム塩１ｇに対して２．５～１００ｍＬである。なお、当該
使用量は、酢酸エチルなどの溶媒の量を差し引いたテルミサルタン及び／またはテルミサ
ルタンのアンモニウム塩の純分に対する量である。当該使用量が、テルミサルタン及び／
またはテルミサルタンのアンモニウム塩１ｇに対して２．５ｍＬ以上であれば、容易に第
二溶液を調製することができ、５０ｍＬ以下であれば、テルミサルタンを十分に回収する
ことができる。これらの中でも、不純物の精製効率や濾過性などの操作性を考慮すると、
３～７０ｍＬであることが好ましく、５～５０ｍＬであることがさらに好ましい。
【００３３】
　（第二溶液の調製方法）
　本発明において、前記テルミサルタン及び／またはテルミサルタンのアンモニウム塩と
溶媒とを混合し第二溶液を調製する。通常、下記の調製条件にて混合することで、容易に
溶液を調製することができるが、前記テルミサルタン及び／またはテルミサルタンのアン
モニウム塩がテルミサルタンを含む場合、テルミサルタンは溶媒に対する溶解度が低いた
め、テルミサルタンの含有量によっては溶解せずに懸濁液となる場合がある。その場合、
当該懸濁液にアンモニアを加え、テルミサルタンのアンモニウム塩へと変換し、溶解させ
る必要がある。その際のアンモニアの使用量は、テルミサルタン１モルに対して、１．０
～５．０モルであり、テルミサルタンの含有量によって適宜決定すれば良い。なお、テル
ミサルタンの含有量は、赤外吸収スペクトルやＸ線回折スペクトル等を測定することによ
り算出することができる。なお、当然のことながら、使用するアンモニアは、（精製工程
における第一溶液の調製）の項目で説明したものと同じものを使用することが好ましい。
【００３４】
　第二溶液の調製操作における反応容器として、ガラス容器、ステンレス容器、テフロン
（商標登録）製容器、グラスライニング容器などが使用でき、当該反応容器には、温度計
や温度センサーを装着することが好ましい。このような反応容器内でメカニカルスターラ
ー、マグネティックスターラー等で撹拌することによって行うことが好ましく、大規模な
生産をする場合には撹拌羽根等で攪拌することが好ましい。
【００３５】
　当該調製操作を実施する温度は、０～８０℃の温度範囲の中から、溶媒の沸点などを考
慮し適宜決定すればよい。これらの温度範囲の中でも、溶解に要する時間を短縮できるこ
とから、１０～８０℃が好ましく、２０～８０℃がさらに好ましい。また、当該調製操作
を実施する時間は、通常、０．０１～５時間で十分である。
【００３６】
　（（（中和工程）））
　本発明において、当該中和工程は、テルミサルタンのアンモニウム塩及び酢酸エチルを
含む溶液（第二溶液）と酢酸とを混合してテルミサルタンのアンモニウム塩を中和するこ
とによりテルミサルタンを得る工程である。具体的には、前記溶液調製工程で得られた第
二溶液と酢酸とを混合してテルミサルタンのアンモニウム塩を中和することによりテルミ
サルタンを得る態様が好ましい態様として挙げられる。
【００３７】
　（第二溶液における酢酸エチルの量の調整）
　本発明において、前記の方法により調製された、第二溶液における酢酸エチルの量が、
テルミサルタンのアンモニウム塩１モルに対して７．０モル以下であることが最大の特徴
である。７．０モル以下であれば、テルミサルタンの酢酸エチルの含有量を、２０００ｐ
ｐｍ以下に制御することができる。また、前記第二溶液における酢酸エチルの量と、テル
ミサルタンの酢酸エチルの含有量とは、相関関係にあるため、前記第二溶液における酢酸
エチルの量によって、テルミサルタンに酢酸エチルの含有量を制御することができる。具
体的には、前記第二溶液における酢酸エチルの量が、前記範囲の中でも、５．８モル以下
であれば、テルミサルタンの酢酸エチルの含有量を１５００ｐｐｍ以下、４．０モル以下
であれば１０００ｐｐｍ以下、２．２モル以下であれば５００ｐｐｍ以下、１．２モル以
下であれば１５０ｐｐｍ以下に制御することができる。
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【００３８】
　第二溶液における酢酸エチルの量の調整方法として、まず、当該酢酸エチルの量を実施
例に記載の通り、ガスクロマトグラフィー（ＧＣ）により測定を行う。当該酢酸エチルの
量が所定の範囲内であれば、特に調整操作等を実施する必要はなく、下記の酢酸との混合
による結晶化操作を実施すれば良い。
【００３９】
　ある程度乾燥させ得られた前記テルミサルタンのアンモニウム塩などから、第二溶液を
調製した場合、通常、当該溶液における酢酸エチルの量は所定の範囲内となる。すなわち
、前記テルミサルタンのアンモニウム塩の乾燥条件によって、第二溶液における酢酸エチ
ルの量を制御することができる。
【００４０】
　一方、乾燥させずに得られた前記テルミサルタンのアンモニウム塩の湿体などから、第
二溶液を調製した場合、通常、当該溶液における酢酸エチルの量は所定の範囲外となる。
そのような場合、次のような方法により酢酸エチルの量を調整すればよい。すなわち、第
二溶液における酢酸エチルの量が、前記範囲内となるまで、当該溶液から酢酸エチルを留
去すれば良い。
【００４１】
　留去操作を実施する温度は、１０～１２０℃であり、溶媒の沸点などを考慮して適宜決
定すれば良いが、酢酸エチルの除去効率を考慮すると、２０～１２０℃が好ましく、３０
～１２０℃がさらに好ましい。また、常圧下、窒素通気下または減圧下で実施することが
できるが、同様に除去効率を考慮すると、減圧下で実施することが好ましい。留去操作を
実施する時間は、前記溶液の量、当該溶液における酢酸エチルの量を測定して、前記の範
囲内となるまで継続すればよく、通常、０．１～４０時間である。
【００４２】
　このようにして留去した後、テルミサルタンのアンモニウム塩が析出し懸濁液となった
場合、酢酸エチル以外のメタノールまたはエタノールを、テルミサルタンのアンモニウム
塩が溶解するまで追加する必要がある。また、留去条件によっては、テルミサルタンのア
ンモニウム塩の一部または全部が、テルミサルタンへと変換される場合もあるが、その場
合はアンモニアを追加しテルミサルタンのアンモニウム塩とし溶解させる必要がある。一
方、テルミサルタンのアンモニウム塩が析出せず溶液であれば、メタノールまたはエタノ
ールを追加しても良いし、しなくても良い。
【００４３】
　なお、当該留去操作を実施する場合、第二溶液の溶媒として、メタノールであることが
より好ましい。なぜなら、メタノールは酢酸エチルと共沸混合物を形成するため、エタノ
ールを使用する場合に比べて、酢酸エチルの留去効率が高いためである。
【００４４】
　ただし、第二溶液から酢酸エチル量を調整する方法において、酢酸エチル含有量が多く
、溶媒を留去する場合には、アモルファス体を製造することがないという点で優れている
が、上記の通り、酢酸エチル以外の溶媒も留去する必要がある。そのため、操作性・経済
性を考慮すると、テルミサルタンのアンモニウム塩１モルに対して酢酸エチルの含有量が
０．０１モル以上７．０モル以下である混合物と、前記の第二溶液をなす溶媒（メタノー
ルまたはエタノール）と混合して、第二溶液とすることが好ましい。
【００４５】
　（酢酸）
　本発明において、酢酸は、テルミサルタンのアンモニウム塩を中和するのに使用される
。当該酢酸の使用量は、テルミサルタンのアンモニウム塩１モルに対して、０．１～２０
．０モルである。この範囲の酢酸を使用すれば、通常、テルミサルタンのアンモニウム塩
が中和され、テルミサルタンが結晶化する。これらの範囲の中でも、精製効率と回収率を
考慮すると、０．３～１５．０モルが好ましく、０．５～１２．０モルがさらに好ましい
。ただし、第二溶液において、テルミサルタンと塩形成していないアンモニアが混在する
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場合は、前記の使用量の範囲は、当該アンモニアの量に応じて変わる。具体的には、第二
溶液において、１．０モルのアンモニアが混在する場合、前記の範囲は１．０モルずつ多
い範囲となり、１．１～２１．０モル、１．３～１６．０モル、１．５～１３．０モルと
なる。なお、酢酸を容器内へ投入する方法は、特に制限されるものではなく、定量ポンプ
、滴下ロート等を用いて直接添加すればよい。また、メタノールまたはエタノールの使用
量を満たす範囲であれば、酢酸をメタノールまたはエタノールで希釈した溶液の形態で添
加しても良い。
【００４６】
　（中和工程の条件）
　前記中和操作を実施する温度は、０～８０℃の温度範囲の中から、溶媒の沸点などを考
慮し適宜決定すればよく、第二溶液を調製する温度と同一であっても良く、変更しても良
い。これらの温度範囲の中でも、結晶化したテルミサルタンの粒径が大きくなり、濾過性
などの操作性に優れるとの理由から、２０～８０℃が好ましく、４０～８０℃がさらに好
ましい。また、中和操作によりテルミサルタンが結晶化した後、前記の温度範囲内で冷却
し熟成することによって、回収率を向上させることができる。なお、前記中和操作を実施
する時間は、通常、０．１～４０時間で十分であり、この範囲であればテルミサルタンの
アンモニウム塩が十分に中和することができる。
【００４７】
　本発明において、前記のようにして結晶化させたテルミサルタンを固液分離する方法は
特に制限されること無く、公知の方法で実施すれば良く、例えば、減圧濾過や加圧濾過、
遠心分離などが挙げられる。固液分離して得られたテルミサルタンは、メタノールエタノ
ール、またはこれらの混合物を用いて洗浄することによって、結晶に含まれる母液を十分
に取り除くことが好ましい。洗浄を実施しない場合、テルミサルタンに母液が残存し、酢
酸エチルの含有量が増加する場合がある。ここで、洗浄に使用する溶媒の量は、溶媒の種
類によって適宜決定すれば良いが、通常、テルミサルタン１ｇに対して０．５～２０ｍＬ
である。
【００４８】
　本発明において、前記のように固液分離して得られたテルミサルタンの湿体を乾燥させ
る。その方法は、特に制限されること無く、公知の乾燥機を使用して乾燥させれば良く、
例えば、棚段乾燥機やコニカルドライヤーなどを使用することができる。また、窒素通気
下または減圧下で乾燥させることが好ましく、乾燥にかかる時間などを考慮すると、減圧
下で乾燥させることがより好ましい。乾燥を実施する温度は、通常、２０～１２０℃であ
り、溶媒の除去効率を考慮すると、３０～１２０℃であることが好ましく、４０～１２０
℃であることがさらに好ましい。乾燥を実施する時間は、テルミサルタンに残留する溶媒
の量を測定して、所望の量となるまで継続すればよく、通常、０．１～６０時間である。
【００４９】
　本発明の方法によれば、テルミサルタンのアンモニウム塩及び酢酸エチルを含む溶液と
酢酸とを混合して前記テルミサルタンのアンモニウム塩を中和することにより前記テルミ
サルタンを得る中和工程を含む前記テルミサルタンの製造方法において、生産性よく、テ
ルミサルタンに含有する酢酸エチルの量を高度に制御することができ、結果として、酢酸
エチルの含有量が低減されたテルミサルタンを製造することができる。
【実施例】
【００５０】
　以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によって何
等制限されることはない。
  なお、実施例、比較例の試料における酢酸エチル量、テルミサルタン及びテルミサルタ
ンのアンモニウム塩の純度の測定は、下記の通り実施した。
【００５１】
　（酢酸エチル量の測定）
　第二溶液及びテルミサルタンに含まれる酢酸エチル量は、ガスクロマトグラフィー（Ｇ
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Ｃ）により測定した。ＧＣ測定に使用した装置、測定の条件は下記のとおりである。
装置：ガスクロマトグラフ装置（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，　Ｉｎｃ
．製）
検出器：水素炎イオン化検出器（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，　Ｉｎｃ
．製）
カラム：内径０．３２ｍｍ、長さ３０ｍのフューズドシリカ管の内面にガスクロマトグラ
フィー用ポリエチレングリコールを厚さ１．８μｍで被覆したキャピラリーカラム
カラム温度：４０℃付近の一定温度で注入し、４０℃付近で４分間維持した後、毎分１０
℃で２２０℃まで昇温し８分間維持した。
注入口温度：２００℃
検出器温度：２２０℃
キャリヤーガス：ヘリウム
カラム圧力：５０ｋＰａ
　以下の実施例、比較例において、第二溶液における酢酸エチル量は、当該測定により得
られた酢酸エチルのピーク面積値から、検量線法により第二溶液の質量に対する酢酸エチ
ルの質量の割合を算出し、さらに第二溶液の質量から酢酸エチルの質量（モル数）を算出
した。一方、テルミサルタンの酢酸エチルの含有量は、当該測定により得られた酢酸エチ
ルのピーク面積値から、検量線法によりテルミサルタン質量に対する酢酸エチルの質量の
割合を百万分率として算出した。また、当該評価における検出限界は２５ｐｐｍ未満であ
った。
【００５２】
　（テルミサルタン及びテルミサルタンのアンモニウム塩の純度の測定）
　テルミサルタンの純度は、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）により測定した。
ＨＰＬＣ測定に使用した装置、測定の条件は下記の通りである。
装置：液体クロマトグラフ装置（Ｗａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製）
検出器：紫外吸光光度計（Ｗａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製）
測定波長：２３０ｎｍ
カラム：内径４．０ｍｍ、長さ１２．５ｃｍのステンレス管に５μｍの液体クロマトグラ
フィー用オクタデシルシリル化シリカゲルが充填されたもの
移動相Ａ：りん酸二水素ナトリウム２．０ｇ及び１－ペンタンスルホン酸ナトリウム３．
８ｇを水１０００ｍＬに添加し溶解させた後、りん酸を加えてｐＨ３．０に調整した混合
液
移動相Ｂ：アセトニトリル８００ｍＬに、メタノール２００ｍＬを加えた混合液
移動相の送液：移動相Ａ及びＢの混合比を表１のように変えて濃度勾配制御する。
流量：毎分１．０ｍＬ
カラム温度：４０℃付近の一定温度
測定時間：３２分
　該条件によるＨＰＬＣ分析では、テルミサルタン及びテルミサルタンのアンモニウム塩
の保持時間は１４．６分付近である。以下の実施例、比較例において、テルミサルタンの
純度は、該条件で測定される全ピーク（溶媒由来のピークを除く）の面積値の合計に対す
るテルミサルタンのピーク面積値の割合である。また、当該評価における検出限界は０．
００３％未満であった。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
　実施例１
　（精製工程）
　攪拌翼、温度計を取り付けた１Ｌの四つ口フラスコに、テルミサルタン６０．０ｇ（１
１７ｍｍｏｌ）、エタノール６０ｍＬ、水３００ｍＬ、酢酸エチル３００ｍＬを加え撹拌
した。続いて、２５％アンモニア水３５．７ｇ（５２５ｍｍｏｌ）を加え、２５℃付近で
１０分間攪拌し、テルミサルタンのアンモニウム塩の溶液（第一溶液）を得た。続いて、
種晶としてテルミサルタンのアンモニウム塩１２０ｍｇを加え、２５℃付近で撹拌したと
ころ、徐々にテルミサルタンアンモニウム塩が析出した。２５℃付近で１時間攪拌した後
、減圧濾過により析出した結晶を濾別し、水１２０ｍＬにより、濾別した結晶を洗浄した
。さらに、酢酸エチル１２０ｍＬにより、濾別した結晶を洗浄し、テルミサルタンのアン
モニウム塩の湿体１３５ｇを得た。当該テルミサルタンのアンモニウム塩の湿体を２０℃
で２時間減圧乾燥し、テルミサルタンのアンモニウム塩の純分として、５７．７ｇ（１０
９ｍｍｏｌ）を含む、テルミサルタンのアンモニウム塩の湿体１１３ｇを得た。
  （溶液調製工程、中和工程）
　攪拌翼、温度計を取り付けた１Ｌの四つ口フラスコに、得られたテルミサルタンのアン
モニウム塩の湿体１１３ｇとメタノール７７０ｍＬを加え２５℃付近で撹拌したところ、
テルミサルタンのアンモニウム塩の全量が溶解した。得られた溶液における酢酸エチル量
を測定したところ、５５．４ｇ（６２９ｍｍｏｌ）であり、テルミサルタンアンモニウム
塩１モルに対して５．８モルであった。続いて、得られた溶液を６０℃付近まで加熱し、
酢酸３７．３ｇ（６２１ｍｍｏｌ）を少しずつ加えたところ、徐々にテルミサルタンが析
出した。６０℃付近で１時間撹拌した後、５℃付近まで冷却し、さらに、１時間撹拌した
。続いて、減圧濾過により析出した結晶を濾別し、メタノール６０ｍＬにより、濾別した
結晶を洗浄し、テルミサルタンの湿体を得た。得られたテルミサルタンの湿体を８０℃で
２０時間減圧乾燥し、テルミサルタン５１．５ｇ（１００ｍｍｏｌ）を得た。得られたテ
ルミサルタンの酢酸エチルの含有量を測定したところ、１４８９ｐｐｍであり、純度は９
９．９３％であった。テルミサルタンを基準とした収率は８５．８％であった。その結果
を表２に示した。
【００５５】
　実施例２～１０
　実施例１において、精製工程における、テルミサルタンのアンモニウム塩の湿体の乾燥
温度及び時間、中和工程における、溶媒の種類及び使用量、中和条件を変更した以外は同
様にして実施した。その結果を表２に示した。
【００５６】



(13) JP 2016-53006 A 2016.4.14

10

20

30

40

50

【表２】

【００５７】
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　実施例１１
　（溶液調製工程、中和工程）
　攪拌翼、温度計を取り付けた１Ｌの四つ口フラスコに、実施例１の精製工程において、
乾燥を実施しなかったこと以外は同様にして得られたテルミサルタンのアンモニウム塩の
湿体１３５ｇとメタノール６５５ｍＬを加え２５℃付近で撹拌したところ、テルミサルタ
ンのアンモニウム塩の全量が溶解した。得られた溶液を３０～４０℃で減圧下、メタノー
ル６００ｍＬを留去した。得られた残渣にメタノール６００ｍＬを加え撹拌したところ、
残渣の全量が溶解した。得られた溶液における酢酸エチル量を測定したところ、７．５ｇ
（８５．６ｍｍｏｌ）であり、テルミサルタンアンモニウム塩１モルに対して０．８モル
であった。続いて、得られた溶液を６０℃付近まで加熱し、酢酸３７．３ｇ（６２１ｍｍ
ｏｌ）とメタノール１１５ｍＬとの混合物を少しずつ加えたところ、徐々にテルミサルタ
ンが析出した。６０℃付近で１時間撹拌した後、５℃付近まで冷却し、さらに、１時間撹
拌した。続いて、減圧濾過により析出した結晶を濾別し、メタノール６０ｍＬにより、濾
別した結晶を洗浄し、テルミサルタンの湿体を得た。得られたテルミサルタンの湿体を８
０℃で２０時間減圧乾燥し、テルミサルタンの５２．０ｇ（１０１ｍｍｏｌ）を得た。得
られたテルミサルタンの酢酸エチルの含有量を測定したところ、１２１ｐｐｍであり、純
度は９９．９３％であった。テルミサルタンを基準とした収率は８６．７％であった。
【００５８】
　比較例１
　（溶液調製工程、中和工程）
　攪拌翼、温度計を取り付けた１Ｌの四つ口フラスコに、実施例１の精製工程において、
乾燥を実施しなかったこと以外は同様にして得られたテルミサルタンのアンモニウム塩の
湿体１３５ｇとメタノール７７０ｍＬを加え２５℃付近で撹拌したところ、テルミサルタ
ンのアンモニウム塩の全量が溶解した。得られた溶液における酢酸エチル量を測定したと
ころ、７４．３ｇ（８４４ｍｍｏｌ）であり、テルミサルタンアンモニウム塩１モルに対
して７．８モルであった。続いて、得られた溶液を６０℃付近まで加熱し、酢酸３７．３
ｇ（６２１ｍｍｏｌ）を少しずつ加えたところ、徐々にテルミサルタンが析出した。６０
℃付近で１時間撹拌した後、５℃付近まで冷却し、さらに、１時間撹拌した。続いて、減
圧濾過により析出した結晶を濾別し、メタノール６０ｍＬにより、濾別した結晶を洗浄し
、テルミサルタンの湿体を得た。得られたテルミサルタンの湿体を８０℃で２０時間減圧
乾燥し、テルミサルタンの乾体４９．７ｇ（９６．５ｍｍｏｌ）を得た。得られたテルミ
サルタンの乾体に含まれる酢酸エチル量を測定したところ、２２００ｐｐｍであり、純度
は９９．９２％であった。テルミサルタンを基準とした収率は８２．８％であった。
【００５９】
　比較例２
　（精製工程）
　実施例１において、２０℃で４２時間減圧乾燥したこと以外は同様にして、テルミサル
タンのアンモニウム塩の純分として、５５．９ｇ（１０９ｍｍｏｌ）を含む、テルミサル
タンの湿体５６．０ｇを得た。
  （溶液調製工程、中和工程）
　攪拌翼、温度計を取り付けた１Ｌの四つ口フラスコに、得られたテルミサルタンのアン
モニウム塩の湿体５６．０ｇとメタノール７７０ｍＬを加え２５℃付近で撹拌したところ
、テルミサルタンは溶解せずに懸濁液が得られた。得られた懸濁液に、アンモニア２．２
ｇ（１３０ｍｍｏｌ）を含む２５％アンモニア水８．９ｇを加え２５℃付近で撹拌したと
ころ、テルミサルタンの全量が溶解した。得られた溶液における酢酸エチル量を測定した
ところ、０．０３８ｇ（０．４３ｍｍｏｌ）であり、テルミサルタンアンモニウム塩１モ
ルに対して０．００４モルであった。続いて、得られた溶液を６０℃付近まで加熱し、酢
酸３７．３ｇ（６２１ｍｍｏｌ）を少しずつ加えたところ、徐々にテルミサルタンが析出
した。６０℃付近で１時間撹拌した後、５℃付近まで冷却し、さらに、１時間撹拌した。
続いて、減圧濾過により析出した結晶を濾別し、メタノール６０ｍＬにより、濾別した結
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晶を洗浄し、テルミサルタンの湿体を得た。得られたテルミサルタンの湿体を８０℃で２
０時間減圧乾燥し、テルミサルタンの乾体５２．７ｇ（１０２ｍｍｏｌ）を得た。得られ
たテルミサルタンの乾体に含まれる酢酸エチル量を測定したところ、検出限界以下であり
、純度は９９．９２％であった。テルミサルタンを基準とした収率は８７．８％であった
。
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