
JP 2009-523731 A 2009.6.25

10

(57)【要約】
　本発明は薬物乱用および／またはその症候の治療、予
防および／または緩和に有効な方法および組成物を提供
する。特に、本発明は式（Ｉ）の化合物を含む組成物が
かかる治療、予防および／または緩和に有用であること
を示す。式（Ｉ）の化合物またはその医薬上許容される
塩は次のとおりであり、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、
Ｒ５およびＲ６は明細書に記載されるとおりである。
式（Ｉ）：
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物質乱用、依存症または離脱症状の１種または複数の症候に罹患しているあるいは罹り
やすい患者を治療する方法であって、式Ｉ：
【化１】

　　　　　Ｉ
［式中：

【化２】

は単結合または二重結合を示し；
　ｎは１または２であり；
　Ｒ１およびＲ２は、各々独立して、ハロゲン、－ＣＮ、－Ｒ、－ＯＲ、－Ｃ１－６ペル
フルオロアルキル、－ＯＣ１－６ペルフルオロアルキル、あるいはハロゲン、－Ｒ、－Ｏ
Ｒ、－Ｃ１－６ペルフルオロアルキルまたは－ＯＣ１－６ペルフルオロアルキルから独立
して選択される１ないし５個の基により置換されていてもよいフェニルであり；
　Ｒは、各々独立して、水素またはＣ１－６アルキル基であり；
　Ｒ３およびＲ４は、それらの結合する炭素原子と一緒になって、飽和または不飽和の４
－８員の炭素環式環を形成する、ここで該環はハロゲン、－Ｒまたは－ＯＲから独立して
選択される１－３個の基で置換されていてもよく；
　Ｒ５およびＲ６は、各々独立して、－Ｒを意味する］
で示される化合物またはその医薬上許容される塩を該患者に投与することを含む、方法。
【請求項２】
　Ｒ１およびＲ２が、各々独立して、Ｒ、ＯＲ、ハロゲン、シアノまたは－Ｃ１－３ペル
フルオロアルキルである、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　Ｒ１およびＲ２が、各々独立して、水素、ハロゲン、シアノ、ＯＲ（ここで、Ｒは水素
、Ｃ１－３アルキルである）またはトリフルオロメチルである、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　Ｒ１およびＲ２の各々が水素である、請求項３記載の方法。
【請求項５】
　Ｒ３およびＲ４が一緒になって飽和または不飽和の５－８員の炭素環式環を形成し、こ
こで該環は、ハロゲン、－ＲまたはＯＲより独立して選択される１－３個の基で置換され
ていてもよい、請求項１ないし４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　Ｒ３およびＲ４が一緒になって飽和または不飽和の５－６員の炭素環式環を形成し、こ
こで該環は、ハロゲン、－ＲまたはＯＲより独立して選択される１－３個の基で置換され
ていてもよい、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　化合物が、式ＩＩ：
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【化３】

　　　　　ＩＩ
で示されるもの、またはその医薬上許容される塩である、請求項６記載の方法。
【請求項８】
　化合物が、式Ｉ－ａまたはＩ－ｂ：
【化４】

　　　　Ｉ－ａ　　　　　　　　　　　　　　Ｉ－ｂ
で示されるもの、またはその医薬上許容される塩である、請求項１ないし６のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項９】
　化合物が、式Ｉ－ｃまたはＩ－ｄ：
【化５】

　　　　　　Ｉ－ｃ　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ－ｄ
で示されるもの、またはその医薬上許容される塩である、請求項１ないし６のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１０】
　化合物が、式ＩＩＩ：
【化６】
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　　　　　ＩＩＩ
で示されるもの、またはその医薬上許容される塩である、請求項１ないし４のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１１】
　Ｒ５およびＲ６の各々が水素である、請求項１ないし１０のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１２】
　化合物が、
４,５,６,７,９ａ,１０,１１,１２,１３,１３ａ－デカヒドロ－９Ｈ－［１,４］ジアゼピ
ノ［６,７,１－ｄｅ］フェナントリジン；
２－ブロモ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ［
ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
２－ブロモ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカヒドロシ
クロヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
２－クロロ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ［
ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
２－クロロ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカヒドロシ
クロヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン塩酸塩；
２－フェニル－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ
［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
２－メトキシ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ
［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
１－フルオロ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ
［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
１－フルオロ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカヒドロ
シクロヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
１－（トリフルオロメチル）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒド
ロシクロペンタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
１－フルオロ－２－メトキシ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒド
ロシクロペンタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
１－フルオロ－２－メトキシ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ
－ドデカヒドロシクロ－ヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン
；
４,５,６,７,９,９ａ１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ［ｃ］［１,４］
ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカヒドロシクロヘプタ［
ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ［ｃ］［１,４］
ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
（９ａＲ,１２ａＳ）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロ
ペンタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
（９ａＳ,１２ａＲ）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロ
ペンタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
（９ａＲ,１４ａＳ）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカ
ヒドロシクロヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；または
（９ａＳ,１４ａＲ）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカ
ヒドロシクロヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
あるいはその医薬上許容される塩である、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　物質乱用、依存症または離脱症状からの１種または複数の症候に罹患しているあるいは
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罹りやすい患者を治療する方法であって、請求項１ないし１２のいずれか一項に記載の化
合物、および１種または複数の医薬上許容される担体を含む組成物を該患者に投与するこ
とを含む、方法。
【請求項１４】
　物質がリクレーション物質、薬理作用のある物質または非合法ドラッグである、請求項
１ないし１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　物質が鎮痛薬、トランキライザー、興奮剤、タバコ製品または鎮静剤である、請求項１
４記載の方法。
【請求項１６】
　物質がビコジン（登録商標）、ロータブ（登録商標）、ロルセット（登録商標）、ペル
コセット（登録商標）、ペルコダン（登録商標）、タイロックス（登録商標）、ヒドロコ
ドン、オキシコンチン（登録商標）、メタドン、トラマドール、マリジュアーナ、ヘロイ
ン、コカイン、ＬＳＤ、ＰＣＰまたはメタンフェタミンである、請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
　物質乱用、依存症または離脱症状からの１種または複数の症候を治療するための医薬の
製造における、請求項１ないし１３のいずれか一項に記載の化合物または組成物の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は２００６年１月１３日出願の米国仮出願番号６０／７５９１４８号の優先権を主
張するものであり、その内容を出典明示により本明細書の一部とする。
【０００２】
（発明の分野）
　本発明は物質乱用および／またはその症候の治療における化合物の使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　米国保健福祉省の薬物乱用・精神衛生管理庁により作成された薬物使用と健康に関する
国民調査によれば、２００３年にて、推定２１６０万人のアメリカ人（１２歳以上の全人
口の９．１％）が物質依存症または乱用であると分類された。このうち、３１０万人はア
ルコールと非合法ドラッグの両方の依存症であるかまたはその両方を乱用していると分類
され、３８０万人はアルコールに依存も乱用もしていないが、非合法ドラッグの依存症で
あるかまたは乱用しており、そして１４８０万人は非合法ドラッグに依存も乱用もしてい
ないが、アルコールの依存症であるかまたは乱用している。
【０００４】
　乱用される物質として、気分、考えまたは感情を変えるのに気張らしに使用されるもの
（例えば、タバコ、アルコール等）、治療効果を得るために処方されるか、さもなければ
投与されるが、その際に依存症を発現するもの（例えば、ビコジン（登録商標）、ロータ
ブ（登録商標）、ロルセット（登録商標）、ペルコセット（登録商標）、ペルコダン（登
録商標）、タイロックス（登録商標）、タイロックス（登録商標）、ヒドロコドン、オキ
シコンチン（登録商標）、メタドン、トラマドール等などの鎮痛剤、トランキライザー、
興奮剤または鎮静剤）、および特定の生理学的作用または「高揚」を得る目的で不法に得
られるもの（例えば、マリジュアーナ、ヘロイン、コカイン、ＬＳＤ、ＰＣＰまたはメタ
ンフェタミン等）が挙げられる。
【０００５】
　上記した乱用物質の使用を止めたいと思う多くの人は、１種または複数の依存性誘発の
成分（例えば、オピオイド、ニコチン等）に対して中毒となっているため、止めることは
できない。その上、物質乱用を治療することで、依存症が、依存誘発剤でもある他の物質
の依存症に移行することも多い。たとえ治療に成功したとしても、有意かつ不快な離脱症
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状を生じることが多い。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　物質乱用の症状を治療するための改良された治療法に対する要求が依然として存在する
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、離脱症状を含む、物質乱用および／またはその症候を治療するための方法お
よび組成物を提供する。特に、本発明は、式Ｉ：
【化１】

　　　　　Ｉ
［式中：

【化２】

は単結合または二重結合を示し；
　ｎは１または２であり；
　Ｒ１およびＲ２は、各々独立して、ハロゲン、－ＣＮ、－Ｒ、－ＯＲ、－Ｃ１－６ペル
フルオロアルキル、－ＯＣ１－６ペルフルオロアルキル、あるいはハロゲン、－Ｒ、－Ｏ
Ｒ、－Ｃ１－６ペルフルオロアルキルまたは－ＯＣ１－６ペルフルオロアルキルから独立
して選択される１ないし５個の基により置換されていてもよいフェニルであり；Ｒは、各
々独立して、水素またはＣ１－６アルキル基であり；
　Ｒ３およびＲ４は、それらの結合する炭素原子と一緒になって、飽和または不飽和の４
－８員の炭素環式環を形成する、ここで該環はハロゲン、－Ｒまたは－ＯＲから独立して
選択される１－３個の基で置換されていてもよく；
　Ｒ５およびＲ６は、各々独立して、－Ｒを意味する］
で示される化合物またはその医薬上許容される塩が、物質乱用および／またはその症候を
治療するのに有用であるという知見を含むものである。
【０００８】
　例えば、本発明は、治療有効量の式Ｉの化合物またはその医薬上許容される塩、プロド
ラッグもしくは代謝物を、それを必要とする個体に投与することを含む、方法を提供する
。本発明はまた、式Ｉの化合物またはその医薬上許容される塩、および１種または複数の
医薬上許容される担体、賦形剤または希釈剤を含む、物質乱用を治療するために処方され
る組成物を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
１．化合物および定義
【００１０】
　上記したように、本発明は、離脱症状を含む、物質乱用の症状および／またはその症候
を治療するための方法および組成物を提供する。
【００１１】
　一般に、本発明に従って有用な化合物またはその医薬上許容される塩は、式Ｉ：
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【化３】

　　　　　Ｉ
［式中：
【化４】

は単結合または二重結合を示し；
　ｎは１または２であり；
　Ｒ１およびＲ２は、各々独立して、ハロゲン、－ＣＮ、－Ｒ、－ＯＲ、－Ｃ１－６ペル
フルオロアルキル、－ＯＣ１－６ペルフルオロアルキル、あるいはハロゲン、－Ｒ、－Ｏ
Ｒ、－Ｃ１－６ペルフルオロアルキルまたは－ＯＣ１－６ペルフルオロアルキルから独立
して選択される１ないし５個の基により置換されていてもよいフェニルであり；Ｒは、各
々独立して、水素またはＣ１－６アルキル基であり；
　Ｒ３およびＲ４は、それらの結合する炭素原子と一緒になって、飽和または不飽和の４
－８員の炭素環式環を形成する、ここで該環はハロゲン、－Ｒまたは－ＯＲから独立して
選択される１－３個の基で置換されていてもよく；
　Ｒ５およびＲ６は、各々独立して、－Ｒを意味する］
で示される構造を有する。
【００１２】
　本明細書で使用される「アルキル」なる語は、限定されるものではないが、メチル、エ
チル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチルまたはｔ
－ブチルなどの直鎖および分岐鎖を包含する。特定の実施形態においては、「アルキル」
なる語は炭素数１－３の直鎖または分岐鎖をいう。
【００１３】
　本明細書で使用される「ハロゲン」または「ハロ」なる語は、塩素、臭素、フッ素また
はヨウ素をいう。
【００１４】
　本明細書で使用される「ペルフルオロアルキル」なる語は、アルキル基の水素原子がす
べてフッ素原子と置換されている、本明細書にて定義されているアルキル基をいう。かか
るペルフルオロアルキル基として－ＣＦ３が挙げられる。
【００１５】
　本明細書で使用される「有効量」および「治療有効量」なる語は、患者に投与した場合
に、その患者が患っている症状を少なくとも部分的に治療するのに効果的である、本発明
の組成物の量をいう。
【００１６】
　「医薬上許容される塩」なる語は、式Ｉの化合物を、例えば、酢酸、乳酸、クエン酸、
桂皮酸、酒石酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、マロン酸、マンデル酸、リンゴ酸、
シュウ酸、プロピオン酸、塩酸、臭化水素酸、リン酸、硝酸、硫酸、グリコール酸、ピル
ビン酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、トルエンスルホン酸、サリチル酸、安息
香酸、あるいは同様に既知の許容しうる酸などの有機または無機酸を用いて処理すること
より誘導される塩をいう。特定の実施形態において、本発明は式Ｉの化合物の塩酸塩を提
供する。
【００１７】



(8) JP 2009-523731 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

　本明細書にて使用される「患者」なる語は哺乳動物をいう。特定の実施形態において、
「患者」なる語はヒトをいう。
【００１８】
　本明細書で使用される「投与する」または「投与」なる語は、化合物または組成物を患
者に直接投与するか、または体内にて等量の活性な化合物または物質を形成するであろう
、該化合物のプロドラッグ誘導体またはアナログを患者に投与することをいう。
【００１９】
　本明細書で使用される「治療」または「治療すること」なる語は、その症状、あるいは
１種または複数のその症候を部分的または完全に緩和する、阻害する、防止する、改善す
るおよび／または和らげることをいう。当業者であれば、物質乱用の症状が肉体的および
／または精神的依存の症候を含むことが多いことが解るであろう。また、乱用物質が依存
症の個体から撤収されると、該個体は、睡眠および気分障害、ならびに離脱症状として知
られている、乱用物質の激しい熱望を含む特定の症候を発症することが多い。本発明は、
物質乱用それ自体、依存症およびまた離脱症状の治療を包含する。
【００２０】
　「離脱症状」とは、関連する物質の投与を減らした場合、遅らせた場合、または停止し
た場合に生じる総称をいう。離脱症状の物質特異的症状は、社会、職場または他の活動す
る重要な地域で臨床的に重大な苦痛または障害の原因となる。これらの症状は一般的な病
状に起因するものではなく、別の障害によってはうまく説明されない。離脱症状は、通常
、必ずというわけではないが、物質依存症に付随している。
【００２１】
　離脱症状は種々の物質のいずれかを減らした際に起こりうる。例えば、ニコチンを含有
する、タバコ製品の使用を中断すると、ニコチン離脱症状を発症する。個体は、限定され
るものではないが、巻きタバコ、葉巻またはパイプの喫煙、あるいはタバコまたは噛みタ
バコの経口摂取または鼻腔内摂取を含む、何らかの形態でのタバコの使用を中断した結果
として、ニコチンの離脱症状を経験することが多い。かかる経口または鼻腔内タバコとし
て、嗅ぎタバコおよび噛みタバコが挙げられる。ニコチン使用の中断またはニコチン使用
量の減少は、２４時間以内に、不快な気分、憂鬱な気分；眩暈（light－headedness）；
不眠症；興奮、欲求不満または怒り；不安；神経的震え；集中力の欠如；落ち着きのなさ
；心拍数の減少；食欲増進または体重増；およびタバコまたはニコチンの切望を含む症候
を伴うことが多い。これらの症状は、社会、職場または他の活動する重要な地域で臨床的
に重大な苦痛または障害の原因となることが多い。本発明は、かかる症状が一般的な病状
に起因するものではなく、別の障害によってはうまく説明されない場合で、ニコチンの離
脱症状に起因する１種または複数の症状を緩和するのに用いるのが最も好ましい。本発明
の方法はまた、喫煙をニコチン代替療法を使用して置き換えられている人、または部分的
に置き換えられている人を支援するものでもある。かくして、かかる患者はその支援によ
りあらゆる形態のニコチンに対する依存症を軽減し、完全に排除することさえできる。
【００２２】
　オピオイドの投与、典型的には、注射または経口を介しての、喫煙または鼻腔内摂取を
介しての自己投与の中断または軽減は、特徴的なオピオイド離脱症状を発症する。この離
脱症状はまた、オピオイドを用いた後のナロキソンまたはナルトレキソンなどのオピオイ
ドアンタゴニストの投与によっても惹起されうる。オピオイドの離脱症状はオピオイドア
ゴニスト作用とは略反対の症状により特徴付けられる。これらの離脱症状として、不安；
落ち着きのなさ；背中および脚に多い筋肉痛；オピオイドに対する切望；敏感および痛み
に対する感度の増大；不快な気分；吐き気または嘔吐；流涙；鼻漏（rhinorrhoea）；乳
頭拡張；立毛；発汗；下痢；あくび；発熱；および不眠症を挙げることができる。依存症
が短期作用性オピオイド、例えばヘロインに対するものである場合、離脱症状はその最後
の使用から通常６－２４時間以内に起こるのに対して、長期作用性オピオイド、例えばメ
タドンの場合、その症状は出現にまで２－４日を要する。これらの症状は、社会、職場ま
たは他の活動する重要な地域で臨床的に重大な苦痛または障害の原因となることが多い。
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本発明は、かかる症状が一般的な病状に起因するものではなく、別の障害によってはうま
く説明されない場合で、オピオイドの離脱症状に起因する１種または複数の症状を緩和す
るのに用いるのが最も好ましい。
【００２３】
　エタノール（エタノール含有飲料）の使用における中断または減少はエタノール中毒症
状を発症させる。エタノール中毒症状は、エタノールの使用を止めてからまたは減少させ
てから４ないし１２時間以内に、エタノールの血中濃度が急激に低下する症候により特徴
付けられる。これらのエタノール中毒症候として、エタノールの切望、自律神経系の活動
亢進（発汗または脈拍数が１００以上など）；手の震え；不眠症；吐き気；嘔吐；一過性
視覚、触覚または聴覚の幻覚または錯覚；精神運動性激越；不安；および痙攣大発作が挙
げられる。これらの症候は、社会、職場または他の活動する重要な地域で臨床的に重大な
苦痛または障害の原因となることが多い。本発明は、かかる症候が一般的な病状に起因す
るものではなく、別の障害によってはうまく説明されない場合で、エタノール中毒に起因
する１種または複数の症状を緩和するのに用いるのが最も好ましい。
【００２４】
　本明細書で使用する「罹患」または「罹る」なる語は、患者が１または複数の症状に罹
患していると診断されているか、または罹患していると疑われることをいう。
【００２５】
　本明細書で使用する「物質乱用」なる語は、Task Force on Nomenclature and Statist
ics of the American Psychiatric Associationにより調製されたDiagnostic and Statis
tical Manual of Mental Disorders、第４版（１９９４）（「ＤＳＭ－ＩＶ」）に示され
る基準に基づいて定義されてもよい。物質乱用の特徴は、物質の反復使用と関連付けられ
る、再発性の有意な悪影響により顕在化される物質使用の不適応パターンである。ＤＳＭ
－ＩＶに示されるように、物質乱用は、１２ヶ月以内に生じる次の１種（または複数）の
特徴により顕在化されるような、臨床的に重大な障害または苦痛に至る物質乱用の不適応
パターンとして定義される：（１）職場、学校または家庭で主たる役割の義務を果たせな
い結果をもたらす再発性物質の使用；（２）身体を害する状況にある再発性物質の使用；
（３）再発性物質関連の法的問題；および（４）物質の作用により惹起または悪化される
持続的または再発的な社会的または対人的問題があるにも拘わらず、物質の使用を継続す
ること。加えて、ＤＳＭ－ＩＶでは、物質乱用の症候は物質依存症の基準に合致する必要
はない。
【００２６】
　本明細書で使用する「物質依存症」なる語は、Task Force on Nomenclature and Stati
stics of the American Psychiatric Associationにより調製されたDiagnostic and Stat
istical Manual of Mental Disorders、第４版（１９９４）（「ＤＳＭ－ＩＶ」）に示さ
れる基準に基づいて定義されてもよい。ＤＳＭ－ＩＶに示される物質依存症の基準は、同
じ１２ヶ月以内のいずれの時点でも生じる、以下の群より選択される少なくとも３種の特
徴により顕在化されるような、臨床的に重大な障害または苦痛に至る物質使用のパターン
である：（１）（ａ）所望の効果を得るのに実質的に大量の物質を必要とするか；または
（ｂ）同じ量の物質を継続的に使用しても実質的に少ない効果しかない、かのいずれかで
定義されるような耐性；（２）（ａ）特定の物質の特徴的な禁断徴候群；または（ｂ）同
じまたは密接に関連付けられる物質を摂取して禁断症候群を緩和または回避する、かのい
ずれかで示されるような離脱症状；（３）意図するよりも物質を多量に、または長期間に
わたって摂取することが多い；（４）物質の使用を打ち切るかまたは調節しようと継続的
な望ましいまたは無駄な努力をする；（５）物質を得るために、該物質を使用するために
、あるいはその作用から回復するために、活動において多大な時間を要する；（６）物質
の使用が原因で、重要な社会での、職場での、または余暇での活動を諦めるか、縮小する
；（７）物質により惹起または悪化されると考えられる持続的または再発的な肉体的また
は精神的な問題があると解っているにも拘わらず、物質の使用を継続する。物質依存症は
精神的依存を伴うことができる；すなわち、耐性または離脱症状の形跡があるか、または
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４種の症状の寛解を包含する。これらの型の寛解は、依存症の中断後に経過した時間、お
よび依存症の基準に含まれる１種または複数の症状が継続して存在するかどうかに基づく
ものである。
【００２７】
　少なくとも１ヶ月で、１２ヶ月に満たない間、全く依存症の症候と合致しない場合に、
「早期の完全な寛解」なる修飾語句を用いる。
【００２８】
　少なくとも１ヶ月で、１２ヶ月に満たない間、１種または複数の依存症の症候と合致す
るが、完全な依存症の基準に合致しない場合に、「早期の部分的な寛解」なる修飾語句を
用いる。
【００２９】
　１２ヶ月以上の間、いずれの時点でも、全く依存症の症候と合致しない場合に、「持続
的な完全な寛解」なる語を用いる。
【００３０】
　１２ヶ月以上の間、依存症の症候と合致しないが、１種または複数の依存症の症候と合
致するならば、「持続的な部分的な寛解」なる語を用いる。
【００３１】
　対象を規定したアゴニスト療法に置き、依存症の症候と、少なくとも先月の療法の症候
と合致しないならば、「アゴニスト療法での」なる語を用いる。それはまた、部分アゴニ
ストを用いて依存症を治療される人にも適用される。
【００３２】
　対象が乱用物質とのアクセスが制限されている環境下にあり、少なくとも先月の間は依
存症の症候と合致しないならば、「制御された環境下」なる語を用いる。
【００３３】
　「中断および離脱症状」なる語は、限定されるものではないが、ＤＳＭ－ＩＶにて特徴
付けられる以下の症状を包含する：ニコチン離脱症状；特に限定されないニコチン関連の
障害；精神的依存を伴うニコチン依存症；精神的依存を伴わないニコチン依存症；早期の
完全な寛解のニコチン依存症；早期の部分的な寛解のニコチン依存症；持続的な完全な寛
解のニコチン依存症；持続的な部分的な寛解のニコチン依存症；アゴニスト療法でのニコ
チン依存症；オピオイド離脱症状；特に限定されないオピオイド関連の障害；精神的依存
を伴うオピオイド依存症；精神的依存を伴わないオピオイド依存症；早期の完全な寛解の
オピオイド依存症；早期の部分的な寛解のオピオイド依存症；持続的な完全な寛解のオピ
オイド依存症；持続的な部分的な寛解のオピオイド依存症；アゴニスト療法でのオピオイ
ド依存症；および制御された環境下にあるオピオイド依存症；エタノール離脱症状；精神
的依存を伴うエタノール依存症；精神的依存を伴わないエタノール離脱症状；早期の完全
な寛解のエタノール離脱症状；早期の部分的な寛解のエタノール離脱症状；持続的な完全
な寛解のエタノール離脱症状；持続的な部分的な寛解のエタノール離脱症状；アゴニスト
療法でのエタノール離脱症状；および制御された環境下にあるエタノール離脱症状を包含
する。
【００３４】
２．代表的な化合物の記載
　特定の実施形態において、本発明は、物質乱用の１種または複数の症候および／または
その症状を治療するのに使用される、式Ｉ：
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【化５】

　　　　　Ｉ
［式中：
【化６】

は単結合または二重結合を示し；
　ｎは１または２であり；
　Ｒ１およびＲ２は、各々独立して、ハロゲン、－ＣＮ、－Ｒ、－ＯＲ、－Ｃ１－６ペル
フルオロアルキル、－ＯＣ１－６ペルフルオロアルキル、あるいはハロゲン、－Ｒ、－Ｏ
Ｒ、－Ｃ１－６ペルフルオロアルキルまたは－ＯＣ１－６ペルフルオロアルキルから独立
して選択される１ないし５個の基により置換されていてもよいフェニルであり；Ｒは、各
々独立して、水素またはＣ１－６アルキル基であり；
　Ｒ３およびＲ４は、それらの結合する炭素原子と一緒になって、飽和または不飽和の４
－８員の炭素環式環を形成する、ここで該環はハロゲン、－Ｒまたは－ＯＲから独立して
選択される１－３個の基で置換されていてもよく；
　Ｒ５およびＲ６は、各々独立して、－Ｒを意味する］
で示される化合物またはその医薬上許容される塩を提供する。
【００３５】
　上記した式Ｉの化合物、または本明細書に記載のクラスおよびサブクラスの化合物は、
２Ｃサブタイプの脳セロトニン受容体に対して親和性を有し、そのアゴニストまたは部分
アゴニスト活性を示す。
【００３６】
　特定の実施形態において、

【化７】

は単結合を示す。他の実施形態において、
【化８】

は二重結合を示す。
【００３７】
　特定の実施形態において、式ＩのＲ１基はＲ、ＯＲ、ハロゲン、シアノまたは－Ｃ１－

３ペルフルオロアルキルである。他の実施形態において、式ＩのＲ１基は水素、ハロゲン
、シアノ、ＯＲであり、ここでＲはＣ１－３アルキルまたはトリフルオロメチルである。
もう一つ別の実施形態によれば、式ＩのＲ１基は水素である。
【００３８】
　特定の実施形態において、式ＩのＲ２基はＲ、ＯＲ、ハロゲン、シアノまたは－Ｃ１－

３ペルフルオロアルキルである。他の実施形態において、式ＩのＲ２基は水素、ハロゲン
、シアノ、－ＯＲ（ここで、Ｒは水素、Ｃ１－３アルキルまたはトリフルオロメチルであ
る）である。もう一つ別の実施形態によれば、式ＩのＲ２基は水素である。
【００３９】
　本発明の一の態様によれば、式ＩのＲ１およびＲ２基の少なくとも１つは－ＯＨである
。本発明のもう一つ別の態様によれば、式ＩのＲ１およびＲ２基は共に－ＯＨである。
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【００４０】
　もう一つ別の態様によれば、式ＩのＲ１およびＲ２基の各々は水素である。さらにもう
一つ別の態様によれば、式ＩのＲ５およびＲ６基の各々は水素である。
【００４１】
　上記されるように、式ＩのＲ３およびＲ４基は一緒になって飽和または不飽和の４－８
員の炭素環式環を形成し、ここで該環はハロゲン、－ＲまたはＯＲから独立して選択され
る１－３個の基で所望により置換されていてもよい。一の実施形態によれば、式ＩのＲ３

およびＲ４基は一緒になって飽和または不飽和の５－８員の炭素環式環を形成し、ここで
該環はハロゲン、－ＲまたはＯＲから独立して選択される１－３個の基で所望により置換
されていてもよい。特定の実施形態において、式ＩのＲ３およびＲ４基は一緒になって飽
和または不飽和の５－６員の炭素環式環を形成し、ここで該環はハロゲン、－ＲまたはＯ
Ｒから独立して選択される１－３個の基で所望により置換されていてもよい。
【００４２】
　上記したように、ｎは１または２である。したがって、本発明は、式Ｉ－ａおよびＩ－
ｂ：
【化９】

　　　　Ｉ－ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ－ｂ
［式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は式Ｉの化合物について上記したとお
りであり、上記および本明細書に記載のクラスおよびサブクラスに記載されている］
で示される化合物あるいはその医薬上許容される塩を用いる方法および組成物を提供する
。
【００４３】
　他の実施形態において、ｎは１であり、式ＩのＲ３およびＲ４基は一緒になって５員の
炭素環式環を形成し、該化合物は式ＩＩ：
【化１０】

　　　　　ＩＩ
［式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ５およびＲ６は、各々、式Ｉの化合物について上記したとおりで
あり、上記および本明細書に記載のクラスおよびサブクラスに記載されている］
で示される化合物あるいはその医薬上許容される塩である。
【００４４】
　本発明の化合物は不斉炭素原子を含有し、かくしてエナンチオマーおよびジアステレオ
マーを含む、立体異性体が得られる。したがって、本発明はこれらすべての立体異性体な
らびにその立体異性他の混合物に関すると考えられる。本願明細書を通して、本発明の生
成物の名称は、不斉中心の絶対配置が示されておらず、個々の立体異性体ならびに立体異
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性体の混合物を包含することを意図とする。
【００４５】
　もう一つ別の態様によれば、本発明は式Ｉ－ｃまたはＩ－ｄ：
【化１１】

　　　　　Ｉ－ｃ　　　　　　　　　　　　　　Ｉ－ｄ
［式中、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、各々、式Ｉの化合物について
上記したとおりであり、上記および本明細書に記載のクラスおよびサブクラスに記載され
ている］
で示されるいずれかの化合物を用いる方法および組成物を提供する。
【００４６】
　特定の実施形態において、本発明は、式ＩＩＩ：
【化１２】

　　　　　ＩＩＩ
［式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ５およびＲ６は、各々、式Ｉの化合物について上記したとおりで
あり、上記および本明細書に記載のクラスおよびサブクラスに記載されている］
で示される化合物あるいはその医薬上許容される塩を用いる方法および組成物を提供する
。
【００４７】
　一のエナンチオマーが好ましい場合、ある種の実施形態において、そのエナンチオマー
は対応するエナンチオマーを実質的に含まないで提供されてもよい。かくして、対応する
エナンチオマーを実質的に含まない一のエナンチオマーは、分離方法を介して単離または
分離されるか、あるいは対応するエナンチオマーを含まずに調製される化合物をいう。本
明細書で使用する「実質的に含まない」とは、化合物が１のエナンチオマーにて有意に大
きな割合で製造されることを意味する。特定の実施形態において、化合物は好ましいエナ
ンチオマーが少なくとも約９０重量％で製造される。本発明の他の実施形態において、該
化合物は好ましいエナンチオマーが少なくとも約９９重量％で製造される。好ましいエナ
ンチオマーは、キラル高圧液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）を含む、当業者に既知の
方法を用いてラセミ混合物より単離され、キラル塩を形成かつ結晶化させてもよく、ある
いは本明細書に記載の方法により調製してもよい。例えば、Jacquesら、Enantiomers, Ra
cemates and Resolutions（Wiley Interscience、New York、１９８１）；Wilen、S.H.ら
、Tetrahedron ３３：２７２５（１９７７）；Eliel,E.L. Stereochemistry of Carbon C
ompounds（McGraw-Hill、NY、１９６２）；Wilen, S.H. Tables of Resolving Agents an
d Optical Resolutions ２６８頁（E.L. Eliel、Ed.、Univ. of Notre Dame Press、Notr
e Dame、ＩＮ １９７２）を参照のこと。



(14) JP 2009-523731 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

【００４８】
　本発明の方法に有用な代表的化合物を以下の表１に示す。
表１．式Ｉの代表的化合物
４,５,６,７,９ａ,１０,１１,１２,１３,１３ａ－デカヒドロ－９Ｈ－［１,４］ジアゼピ
ノ［６,７,１－ｄｅ］フェナントリジン；
２－ブロモ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ［
ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
２－ブロモ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカヒドロシ
クロヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
２－クロロ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ［
ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
２－クロロ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカヒドロシ
クロヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
２－フェニル－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ
［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
２－メトキシ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ
［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
１－フルオロ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ
［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
１－フルオロ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカヒドロ
シクロヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
１－（トリフルオロメチル）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒド
ロシクロペンタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
１－フルオロ－２－メトキシ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒド
ロシクロペンタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
１－フルオロ－２－メトキシ－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ
－ドデカヒドロシクロ－ヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン
；
４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ［ｃ］［１,４］
ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカヒドロシクロヘプタ［
ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
４,５,６,７,９,９ａ１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロペンタ［ｃ］［１,４］
ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
（９ａＲ,１２ａＳ）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロ
ペンタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
（９ａＳ,１２ａＲ）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デカヒドロシクロ
ペンタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
（９ａＲ,１４ａＳ）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカ
ヒドロシクロヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；or
（９ａＳ,１４ａＲ）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１３,１４,１４ａ－ドデカ
ヒドロシクロヘプタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン；
または上記した化合物の各々の塩酸塩を含む、その医薬上許容される塩。
【００４９】
３．本発明の化合物を提供する一般的方法
　本発明に従って使用するための式Ｉの化合物は、２００３年４月２４日出願の米国特許
出願番号１０／４２２５２４、および２００５年１１月４日出願の米国特許出願番号１１
／２６７４４８に、ならびに２００５年７月２６日出願の米国仮特許出願番号６０／７０
２５０９および２００５年１０月１７日出願の米国仮特許出願番号６０／７２７６０６に
詳細に記載されている方法を含む、いずれか利用可能な手段に従って得されるか、あるい
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は製造されてもよく、その各内容を出典明示により本明細書の一部とする。
【００５０】
４．使用、処方および投与
　本発明によれば、式Ｉの化合物は、例えば、リクレーション物質（例えば、アルコール
、タバコ）、薬物（例えば、鎮痛剤［ビコジン（登録商標）、ロータブ（登録商標）、ロ
ルセット（登録商標）、ペルコセット（登録商標）、ペルコダン（登録商標）、タイロッ
クス（登録商標）、ヒドロコドン、オキシコンチン（登録商標）、メタドン、トラマドー
ル等］、トランキライザー、興奮剤または鎮静剤）および非合法ドラッグ（例えば、マリ
ジュアーナ、ヘロイン、コカイン、エクスタシー、ＬＳＤ、ＰＣＰまたはメタンフェタミ
ン等）を含む、種々の物質のいずれかについての依存症、離脱症状またはその症候を治療
、防止または緩和するために使用され得る。
【００５１】
　本発明に従って物質乱用を評価するにおいて、例えば、National Survey on Drug Use 
and Health（ＮＳＤＵＨ）を参考にしてもよく、非合法ドラッグ：マリジュアーナ、コカ
イン、ヘロイン、幻覚剤、吸入剤の使用、および処方型鎮痛薬、トランキライザー、興奮
剤および鎮静剤の非医学的使用の９種の異なるカテゴリーに関する情報が得られる。これ
らのカテゴリーにおいて、ハシシはマリジュアーナに含まれ、クラックはコカインの一形
態であると考えられる。ＬＳＤ、ＰＣＰ、ペヨーテ、メスカリン、マッシュルームおよび
「エクスタシー」（ＭＤＭＡ）を含む、いくつかの薬物は幻覚剤のカテゴリーに分類され
る。吸入剤は種々の物質、例えば亜硝酸アミル、洗浄液、ガソリン、塗料および接着剤を
包含する。４種のカテゴリーの処方型薬物（鎮静剤、トランキライザー、興奮剤および鎮
静剤）は処方箋を介して、時に「路上」にて違法に利用可能な多種の薬物に及ぶものであ
る。メタンフェタミンは興奮剤の一の型であると考えられる。応答者は、彼らのために処
方されなかった薬物、またはその動機が経験またはフィーリングのためだけで服用した薬
物の使用においてのみ報告することを要求される。店頭薬物および処方薬の合法的使用は
含まれない。ＮＳＤＵＨの報告では、４種の処方型の薬物群を合し、「精神治療薬」と称
されるカテゴリーにまとめている。
【００５２】
　ＮＳＤＵＨは、ビール、ワイン、ウイスキー、ブランデーおよび混合ドリンクなどのア
ルコール飲料の消費頻度に関する問題となる使用を通して、アルコールの乱用を分類する
。分類されている飲料の広範囲に及ぶ種類の例示の一覧が問題の投与の前に応答者に与え
られる。「飲酒」は、カンまたはビンのビール、１杯のワインまたはワインクーラー、１
杯の酒、またはその中に酒の入った混合ドリンクとして定義される。応答者がドリンクを
１口または２口しか飲まなかった時は消費と考えない。この報告では、アルコール使用の
普及の評価を、男性および女性の両方について、すべての年齢を対象として以下に定義さ
れるように主として３段階で報告する：
カーレント（Current）使用－過去３０日で少なくとも１杯の飲酒（ビング使用およびヘ
ービー使用を含む）
ビング（Binge）使用－過去３０日で少なくとも１回同じ場面で５杯以上の飲酒（ヘービ
ー使用を含む）
ヘービー（Heavy）使用－過去３０日で少なくとも５日異なる日に同じ場面で５杯以上の
飲酒
【００５３】
　ＮＳＤＵＨはまた、巻きタバコ、噛みタバコ、嗅ぎタバコおよびパイプを含む、タバコ
製品の使用を特徴付ける。分析を目的として、噛みタバコおよび嗅ぎタバコについてのデ
ータを「無煙タバコ」として一緒にする。巻きタバコの使用を「巻きタバコの一部または
全部」を喫煙するものとして定義する。現行の巻きタバコの喫煙者の間でニコチン依存を
決定するための問題もまたＮＳＤＵＨに記載されている。ニコチン依存症はNicotine Dep
endence Syndrome Scale（ＮＤＳＳ）またはFagerstrom Test of Nicotine Dependence 
（ＦＴＮＤ）から由来の基準に基づくものである。
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【００５４】
　本発明は、患者、好ましくはヒトにおいて、上記した各々の症状を治療する方法であっ
て、治療有効量の少なくとも１つの式Ｉの化合物またはその医薬上許容される塩を物質依
存症または物質乱用に関与している、あるいは関与している疑いのある個体に、および／
または物質離脱症状を患っている個体に投与することを含む、方法を提供する。
【００５５】
　特定の実施形態において、本発明の化合物は、アルコール依存症（例えば、習慣性の飲
酒の治療、アルコール摂取の軽減の熱望および再発性予防を含む、アルコールの乱用、常
用および／または依存症）および／またはタバコの乱用（例えば、喫煙の軽減の熱望およ
び再発性予防を含む、喫煙常用、中断および／または依存症）を治療するのに有用である
。
【００５６】
５．医薬組成物
　本発明はまた、式Ｉの少なくとも１つの化合物、またはその医薬上許容される塩、およ
び１種または複数の医薬上許容される担体、賦形剤または希釈剤を含む、物質依存症また
は乱用、および／またはその症候を治療、予防または軽減するための投与用に処方された
、組成物に関する。かかる医薬処方は、例えば、Remingtons Pharmaceutical Sciences、
第１７版、Alfonoso R. Gennaro編、Mack Publishing Company、Easton、PA（１９８５）
（その出典を明示することで本明細書の一部とする）に記載されているような、許容され
る製薬手段により調製されてもよい。医薬上許容される担体は処方における他の成分と適
合しうる担体であり、生物学的に許容されるものである。
【００５７】
　特定の実施形態において、式Ｉの化合物は組成物における唯一の薬理学的に活性な成分
であり；他の実施形態においては、例えば、物質依存症または乱用の同じまたは異なる症
候を治療するために１種または複数の他の薬剤が含まれている。
【００５８】
　本発明のある実施形態において、式Ｉの化合物を用いる療法を、教育修飾プログラムお
よび／または行動修飾プログラムと同時に、連動して、および／またはその後で行い、物
質依存症または乱用からの継続的節制を強化する。本発明の方法は、リハビリテーション
または他の治療プログラムにて観察されることが多い離脱症状を治療するのに特に有用で
あり得る。したがって、該プログラムは教育および行動修飾を目的として焦点を当て、さ
らにはプログラム非達成の発生率を減少させることでより効果的とすることができる。
【００５９】
　式Ｉの化合物は、経口的または非経口的に、ニートで、あるいは慣用的な医薬担体と組
み合わせて投与され得る。適用しうる固体担体として、矯味矯臭剤、滑沢剤、可溶化剤、
沈殿防止剤、充填剤、滑剤、圧縮助剤、結合剤、錠剤崩壊剤、あるいはカプセル化物質と
しても作用しうる、１種または複数の物質を挙げることができる。粉末の場合、担体は微
細化された固体であり、微細化された有効成分と混合される。錠剤の場合、有効成分は、
圧縮特性を必須とする担体と適当な割合で混合され、所望の形状および大きさに圧縮され
る。散剤および錠剤は、好ましくは、９９％までの有効成分を含有する。適当な固体担体
として、例えば、リン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク、糖類、ラクト
ース、デキストリン、澱粉、ゼラチン、セルロース、メチルセルロース、カルボキシメチ
ルセルロースナトリウム、ポリビニルピロリドン、低融点ワックスおよびイオン交換樹脂
が挙げられる。
【００６０】
　液剤、懸濁液、エマルジョン、シロップおよびエリキシルを調製するのに液体担体を用
いることができる。有効成分を、水、有機溶媒、その両者の混合液、または医薬上許容さ
れる油脂などの医薬上許容される液体担体に溶解させるか、または懸濁させることができ
る。液体担体は、例えば、可溶化剤、乳化剤、緩衝剤、保存剤、甘味剤、矯味矯臭剤、沈
殿防止剤、増粘剤、着色剤、粘度調節剤、安定化剤または浸透圧調節剤などの他の適当な
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医薬添加剤と含有しうる。経口および非経口投与用の液体担体の適当な例として、水（特
に上記の添加剤、例えばセルロース誘導体、好ましくはカルボキシメチルセルロースナト
リウム溶液を含有する）、アルコール（一価アルコールおよび多価アルコール、例えばグ
リコールを含む）およびその誘導体、ならびに油状物（例えば、分別ココヤシ油および落
花生油）が挙げられる。非経口投与の場合、担体はまた、オレイン酸エチルおよびミリス
チン酸イソプロピルなどの油性エステルとすることができる。非経口投与用の滅菌液体形
態の組成物においては滅菌液体担体が使用される。圧縮組成物用の液体担体はハロゲン化
炭化水素または他の医薬上許容される噴射剤とすることができる。
【００６１】
　滅菌溶液または懸濁液である液体医薬組成物は、例えば、筋肉内、腹腔内または皮下注
射により投与することができる。滅菌溶液は静脈内投与することもできる。経口投与用の
組成物は液体であるか、固体の形態であるかのいずれかである。
【００６２】
　式Ｉの化合物は通常の坐剤の形態にて直腸または膣を介して投与することができる。鼻
腔内または気管支内吸入または注入による投与の場合、式Ｉの化合物は水性または部分水
性溶液中に処方され、ついでそれはエアロゾルの形態にて利用され得る。式Ｉの化合物は
また、有効成分と、該有効成分に対して不活性であり、かつ皮膚に対して非毒性であり、
全身性吸収用の該成分が皮膚を介して血流にデリバリーされることを可能とする、担体と
を含有する経皮パッチを用いて経皮的に投与することもできる。担体は、クリームおよび
軟膏、ペースト、ゲルおよび閉鎖装置などの種々の形態とすることができる。クリームお
よび軟膏は粘性液体あるいは水中油滴型または油滴中水型のいずれかの半固体エマルジョ
ンとすることができる。有効成分含有の石油または親水性の石油中に分散させた吸着性粉
末からなるペーストも適している。担体と共にまたはなしで有効成分を含有するリザバー
をカバーするか、有効成分を含有するマトリックスをカバーする半透膜などの、種々の閉
鎖装置を用いて有効成分を血流に放出することができる。他の閉鎖装置は文献に記載され
ている。
【００６３】
　好ましくは、医薬組成物は、例えば、錠剤、カプセル、散剤、液剤、懸濁液、エマルジ
ョン、顆粒または坐剤のような単位剤形のものである。かかる形態において、該組成物は
適量の有効成分を含有する単位用量に細分化され；その単位剤形はパッケージされた組成
物、例えばパケット散剤、バイアル、アンプル、予め充填されたシリンジまたは液体含有
のサッシェであり得る。単位剤形は、例えば、カプセルまたは錠剤そのものであってもよ
く、あるいはパッケージ形態の適当な数のかかる組成物とすることもできる。
【００６４】
　患者に付与される式Ｉの化合物の量は、投与される物、投与の目的、例えば予防か治療
か、患者の状態、投与方法等に応じて変化するであろう。治療への応用において、式Ｉの
化合物は、あの症状の症候およびその合併症を治療するのに、あるいは少なくとも部分的
に治療するのに十分な量にてその症状を患っている患者に提供される。このことを達成す
るのに適する量は、本明細書にて上記するような「治療有効量」である。特定のケースの
治療にて使用される用量は顧問医が主観的に決定しなければならない。関与する可変因子
として、特定の条件、患者の大きさ、年齢および応答パターンが挙げられる。物質依存症
または乱用の治療は、顧問医の指針の下、主体となる薬物の投与と同じ方法を用いる。一
般に、出発用量は一日当たり約０．５ｍｇであり、一日当たり約５００ｍｇまで日毎に徐
々に増加させ、患者にて所望の用量レベルを得る。本発明を実施する上で使用される式Ｉ
の化合物の適当な用量は、約０．５ないし約５００ｍｇ、あるいは１ｍｇないし５００ｍ
ｇの範囲内にあると考えられる。
【００６５】
　特定の実施形態において、本発明は式Ｉの化合物のプロドラッグの使用に関する。本明
細書にて使用される「プロドラッグ」なる語は、インビボにて代謝手段により（例えば、
加水分解により）式Ｉの化合物に変換可能な化合物を意味する。種々の形態のプロドラッ
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グは、例えば、Bundgaard（編）、Design of Prodrugs、Elsevier（１９８５）；Widder
ら（編）、Methods in Enzymology、第４巻、Academic Press（１９８５）；Krogsgaard
－Larsenら（編）、「Design and Application of Prodrugs、Textbook of Drug Design 
and Development、第５章、１１３－１９１（１９９１）、Bundgaardら、Journal of Dru
g Delivery Reviews、８：１－３８（１９９２）、Bundgaard、J. of Pharmaceutical Sc
iences、７７：２８５（１９８８）；およびHiguchiおよびStella（編） Prodrugs as No
vel Drug Delivery Systems、American Chemical Society（１９７５）（その各々を出典
明示により本明細書の一部とする）に記載されるに当該分野にて公知である。
【００６６】
　もう一つ別の態様によれば、本発明の化合物は、物質乱用を治療するのに有用な一また
は複数の薬剤と組み合わせて投与される。特定の実施形態において、本発明の化合物はタ
バコ乱用を治療するための一または複数の薬剤と組み合わせて投与される。かかる薬剤は
ニコチン受容体部分アゴニスト、塩酸ブプロピオン（Zyban（登録商標））およびニコチ
ン代替治療薬を包含する。
【００６７】
　もう一つ別の実施形態によれば、本発明の化合物は、アルコール依存症を治療するため
の１種または複数の薬剤、例えばオピオイドアンタゴニスト（例えば、ナルトレキソン、
Ｎ－メチルナルトレキソン、ReVia（登録商標））、ナルメフェン、ジスルフィラム（Ant
abuse（登録商標））およびアカムプロサート（Campral（登録商標））と組み合わせて投
与される。
【００６８】
　特定の実施形態において、一の化合物は、ベンゾジアゼピン、ベータブロッカー、クロ
ニジン、カルバムアゼピン、プレガバリン、およびガバペンチン（Neurontin（登録商標
））などのアルコールの離脱症状を軽減する一または複数の薬剤と組み合わせて投与され
る。本発明の他の実施形態において、本発明の化合物を用いる療法を、教育修飾プログラ
ムおよび／または行動修飾プログラムと同時に、連動して、および／またはその後で行い
、物質依存症または乱用からの継続的節制を強化する。本発明の方法は、リハビリテーシ
ョンまたは他の治療プログラムにて観察されることが多い離脱症状を治療するのに特に有
用であり得る。したがって、該プログラムは教育および行動修飾を目的として焦点を当て
、さらにはプログラム非達成の発生率を減少させることでより効果的とすることができる
。
【００６９】
実施例
１．実施例１：ベンゾジアゼピン化合物を投与することでコカインの作用が阻害される
　一例として（９ａＲ、１２ａＳ）－４,５,６,７,９,９ａ,１０,１１,１２,１２ａ－デ
カヒドロシクロペンタ［ｃ］［１,４］ジアゼピノ［６,７,１－ｉｊ］キノリン塩酸塩（
化合物１）を用いる。化合物１（１.７ｍｇ／ｋｇ、皮下）の存在または不存在下でラッ
トにビヒクルまたはコカインのいずれかを投与した。投与（腹腔内および皮下）から一時
間後、ラットをオープンフィールドに置いた。そこでは移動距離および区域交叉がエトビ
ジョン（ethovision）プログラムにより記録された。
【表１】

【００７０】
　実験を開始する１時間前に動物を実験室１に連れてきた。オープンフィールドに置く１
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を五分間続けた。結果（図１）はコカイン（３ｍｇ／ｋｇ、腹腔内）が移動距離および区
域交叉の回数の両方を増加させることを示した。化合物１（１．７ｍｇ／ｋｇ、皮下）は
単独では自発運動に対して作用せず、コカインにより生じる過敏性を完全に反転させた。
【００７１】
２．実施例２：アルコール摂取に対する式Ｉの化合物の効果
　式Ｉの化合物の有用な薬理学的特性をさらに証明するために、化合物を全身投与させ、
その効果をアルコール選択性（Ｐ）ラットにて測定する。その飲酒パターン故に、Ｐ動物
はアルコール依存のヒトの状態に近い遺伝学を基礎とする有効なモデルを示すと思われる
（McBrideら、Alcohol ７：１９９－２０５、１９９０；Lankfordら、Pharmacol. Bioche
m. Behav. ８：２９３－２９９,１９９１）。最大限好ましいアルコール濃度を４日間安
定化させた後、試験化合物を、例えば、２．５および１０ｍｇ／ｋｇの用量にて、一日に
二回、４日間連続して投与する。セイラインの対照注射は、このモデルのアルコール消費
に対して効果がなく、その一方で式Ｉの化合物は、絶対量（ｇ／ｋｇ）およびアルコール
の液体全体に対する摂取の割合の両方にて、アルコールの摂取を減少させる。かくして、
式Ｉの化合物はアルコールの摂取を減少させる。
【００７２】
３．実施例３：付加的なアッセイ
　当業者であれば、本発明の化合物の効能を本発明の方法にて試験するのに有用な付加的
なアッセイを認識するであろう。そのような別の方法がPastor R. Couceyroら、「CART P
eptides Modulate the Locomotor and Motivational Properties of Psychostimulants」
JPET Fast Forward、２００５年８月１１日出版、ＤＯＩ：１０.１１２４／ｊｐｅｔ.１
０５.０９１６７８（その内容を出典明示により本明細書の一部とする）に記載されてい
る。
【００７３】
　本明細書にて引用されている、あるいは記載されている各特許、特許出願および刊行物
の内容はすべて出典明示により本明細書の一部とする。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】コカインにより生じる過敏性が式Ｉの化合物により阻害されることを示す。
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