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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ結晶形態２及びその製造方法の提供。
【解決手段】（ａ）エリスロマイシンＡを６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡに変換し；
（ｂ）段階（ａ）において製造された６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを、従来使用さ
れていたエタノール、テトラヒドロフラン、イソプロパノール、または酢酸イソプロピル
等の溶媒ではない、多くの他の一般的有機溶媒、または一般的有機溶媒の混合物を使用し
て再結晶することにより、結晶形態２を直接的に単離することができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の：
８．３９±０．２０、９．３３±０．２０、１０．７２±０．２０、１１．３３±０．２
０、１１．７４±０．２０、１２．２４±０．２０、１３．６２±０．２０、１３．９７
±０．２０、１５．０３±０．２０、１６．３７±０．２０、１６．８０±０．２０、１
７．１６±０．２０、１７．３８±０．２０、１７．９７±０．２０、１８．２０±０．
２０、１８．９１±０．２０、１９．７５±０．２０、２０．３４±０．２０、２２．０
８±０．２０、および２４．７９±０．２０
で示されるＸ線２－Θ角度位置を有することを特徴とする、溶媒を含まない形態ＩＩ結晶
の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ。
【請求項２】
　抗生物質治療のための医薬品の製造における請求項１に記載の溶媒を含まない形態ＩＩ
結晶の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡの使用。
【請求項３】
　上部気管の感染治療のための医薬品の製造のための請求項２に記載の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、治療的有効性を有する化合物およびその製造方法に関する。本発明は特に、
６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ結晶形態ＩＩの直接単離の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（クラリスロマイシン、ＢＩＡＸＩＮ）は、グラム
陽性細菌、いくつかのグラム陰性細菌、嫌気性細菌、Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ、およびＣｈ
ｌａｍｉｄｉａに対して優れた抗細菌活性を示す、式：
【０００３】
【化１】

で示される半合成マクロライド抗生物質である。それは酸性条件下において安定であり、
経口投与した場合に有効である。クラリスロマイシンは、子供および成人における上部気
管の治療に有効である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡが、識別のために「形態Ｉ」および「形態ＩＩ」と
称される少なくとも２種の結晶形態で存在しうることを我々は見い出した。これらの結晶
形は、それらの赤外スペクトル、示差走査熱量計サーモグラム、および粉末Ｘ線回折パタ
ーンによって識別される。我々の研究室での調査において、６－Ｏ－メチルエリスロマイ
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シンＡが、エタノール、テトラヒドロフラン、酢酸イソプロピル、およびイソプロパノー
ル、またはエタノール、テトラヒドロフラン、酢酸イソプロピル、またはイソプロパノー
ルと他の一般的有機溶媒との混合物から再結晶された場合に、これまでに同定されていな
い形態Ｉ結晶が限定的に形成されることが明らかになった。６－Ｏ－メチルエリスロマイ
シンＡ形態Ｉは、同日の１９９６年７月２９日に出願の同時係属中の米国出願第０８／６
８１７２３号に開示されている。
【０００５】
　現在市販されている薬剤は、熱力学的により安定な形態ＩＩから製剤化されている。従
って、現在市販されている薬剤の製造は、形態Ｉ結晶から形態ＩＩへの変換を必要とする
。これは一般に、形態Ｉ結晶を８０℃より高い温度において真空下で加熱することによっ
て行われる。従って、高温処理を必要としない６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態Ｉ
Ｉの製造方法は、実質的に処理コストを節減させることになる。
【０００６】
　エタノール、テトラヒドロフラン、イソプロパノール、または酢酸イソプロピルからの
再結晶は、形態Ｉ結晶を限定的に形成させるが、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態
ＩＩを、多くの他の一般的有機溶媒、または一般的有機溶媒の混合物を使用することによ
って直接的に単離することができ、それによって追加的な変換段階を省くことができる。
【０００７】
　従って、本発明は、
　（ａ）　エリスロマイシンＡを６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡに変換し；
　（ｂ）　段階（ａ）において製造された６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを、（ｉ）
炭素原子１～５個のアルカノール、但し、該アルカノールがエタノールまたはイソプロパ
ノールではないことを条件とする、（ｉｉ）炭素原子５～１２個の炭化水素、（ｉｉｉ）
炭素原子３～１２個のケトン、（ｉｖ）炭素原子３～１２個のカルボキシルエステル、但
し、該カルボキシルエステルが酢酸イソプロピルではないことを条件とする、（ｖ）炭素
原子４～１０個のエーテル、（ｖｉ）ベンゼン、（ｖｉｉ）炭素原子１～４個のアルキル
、炭素原子１～４個のアルコキシ、ニトロ、およびハロゲンから成る群から選択される１
つまたはそれ以上の置換基で置換されたベンゼン、（ｖｉｉｉ）極性非プロトン溶媒、（
ｉｘ）式ＨＮＲ１Ｒ２［式中、Ｒ１およびＲ２はそれぞれ、水素および炭素原子１～４個
のアルキルから選択され、但し、Ｒ１およびＲ２の両方が水素でないことを条件とする。
］で示される化合物、（ｘ）水、ならびに水混和性有機溶媒および水混和性アルカノール
から成る群から選択される第二溶媒、（ｘｉ）メタノール、ならびに炭素原子５～１２個
の炭化水素、炭素原子２～５個のアルカノール、炭素原子３～１２個のケトン、炭素原子
３～１２個のカルボキシルエステル、炭素原子４～１０個のエーテル、ベンゼン、および
炭素原子１～４個のアルキル、炭素原子１～４個のアルコキシ、ニトロ、およびハロゲン
から成る群から選択される１つまたはそれ以上の置換基で置換されたベンゼンから成る群
から選択される第二溶媒、および（ｘｉｉ）炭素原子５～１２個の炭化水素、ならびに炭
素原子３～１２個のケトン、炭素原子３～１２個のカルボキシルエステル、炭素原子４～
１０個のエーテル、ベンゼン、炭素原子１～４個のアルキル、炭素原子１～４個のアルコ
キシ、ニトロ、およびハロゲンから成る群から選択される１つまたはそれ以上の置換基で
置換されたベンゼン、および極性非プロトン溶媒から成る群から選択される第二溶媒、か
ら成る群から選択される溶媒で処理し；および
　（ｃ）　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ結晶を単離する；
ことを含んで成る６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩの製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡが、エリスロマイシンＡの６－ヒドロキシ基のメチ
ル化によって製造される。しかし、６位の他に、エリスロマイシンＡは、１１、１２、２
’および４”位にヒドロキシ基、および３’位に窒素を有し、それらが全てアルキル化剤
と潜在的に反応性である。従って、６－ヒドロキシ基のアルキル化の前に、種々の反応性
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官能基を保護する必要がある。代表的な６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡの製造が、米
国特許第４３３１８０３号、第４６７０５４９号、第４６７２１０９号および第４９９０
６０２号、ならびに欧州特許明細書第２６０９３８Ｂ１号に開示されており、これらは参
照により本発明に取り込まれる。保護基の最終除去に続き、６－Ｏ－メチルエリスロマイ
シンＡが、固形物、半固形物、または脱保護反応からの残留溶媒、無機塩および他の不純
物を含有するシロップとして存在する。６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩを、
前記の溶媒系を使用して、シロップまたは半固形物から直接的に結晶化することができる
。あるいは、粗反応生成物が凝固する場合、該固形物を、前記の溶媒系のいずれかから再
結晶することができる。純粋６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩも、形態Ｉ、ま
たは形態Ｉと形態ＩＩとの混合物を、前記の溶媒系のいずれかから再結晶することによっ
て得ることができる。本明細書において使用される「６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ
」という用語は、純粋または混合物形態の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態Ｉまた
はＩＩを意味する。
【０００９】
　「処理」という用語は、前記に規定された６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを、前記
溶媒系のいずれかから結晶化または再結晶することを意味する。
【００１０】
　本明細書において使用される「炭化水素」という用語は、式ＣｎＨ２ｎ＋２で示される
直鎖または分岐アルカンを意味する。６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ結晶の
単離において使用するのに好適な炭化水素は、ヘキサン、ヘプタン、オクタン等を包含す
る。
【００１１】
　「アルキル」という用語は、１つの水素原子の除去によって直鎖または分岐鎖飽和炭化
水素から誘導される一価の基を意味する。アルキル基は、メチル、エチル、ｎ－およびイ
ソ－プロピル、ｎ－、ｓｅｃ－、イソ－およびｔｅｒｔ－ブチル等によって例示される。
【００１２】
　「ケトン」という用語は、ＲＣ（Ｏ）Ｒ’［式中、ＲおよびＲ’は直鎖または分岐アル
キルである。］で示される溶媒を意味する。６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ
結晶の単離において使用するのに好適なケトンは、アセトン、メチルエチルケトン、２－
および３－ペンタノン等を包含する。
【００１３】
　「カルボキシルエステル」という用語は、式ＲＣＯ２Ｒ’［式中、ＲおよびＲ’は直鎖
または分岐アルキルである。］で示される溶媒を意味する。６－Ｏ－メチルエリスロマイ
シンＡ形態ＩＩ結晶の単離において使用するのに好適なカルボキシルエステルは、酢酸メ
チル、酢酸エチル、酢酸イソブチル等を包含する。
【００１４】
　「エーテル」という用語は、式ＲＯＲ’［式中、ＲおよびＲ’は直鎖または分岐アルキ
ルである。］で示される溶媒を意味する。６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ結
晶の単離において使用するのに好適なエーテルは、エチルエーテル、ジイソプロピルエー
テル、メチルｔｅｒｔ－ブチルエーテル等を包含する。
【００１５】
　「極性非プロトン溶媒」という用語は、ヒドロキシ基を有さないが、比較的高い双極子
モーメントを有する溶媒を意味する。６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ結晶の
単離において使用するのに好適な極性非プロトン溶媒は、アセトニトリル、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルホルムアミド（ＤＭＦ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、１，１－ジメトキシ
エタン（ＤＭＥ）、ヘキサメチルホスホリックトリアミド（ＨＭＰＡ）等を包含する。
【００１６】
　「水混和性有機溶媒」という用語は、実質的に水と混和性の有機溶媒を意味する。６－
Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ結晶の水混和性有機溶媒－水混合物からの単離に
おいて使用するのに好適な水混和性有機溶媒の例は、アセトン、アセトニトリル、Ｎ，Ｎ
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－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、テトラヒドロ
フラン、ジオキサン、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールジメチ
ルエーテル（グリム）（ｇｌｙｍｅ）、およびジエチレングリコールジメチルエーテル（
ジグリム）（ｄｉｇｌｙｍｅ）を包含する。
【００１７】
　「アルカノール」という用語は、１つまたはそれ以上のヒドロキシ基で置換された前記
に規定された炭化水素を意味する。代表的なアルカノールは、メタノール、プロパノール
、イソプロパノール、ブタノール、イソブタノール、エチレングリコール等を包含する。
【００１８】
　「水混和性アルカノール」という用語は、実質的に水と混和性である前記に規定された
アルカノールを意味する。６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ結晶の水混和性ア
ルカノール－水混合物からの単離において使用するのに好適な水混和性アルカノールの例
は、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、イソブタ
ノールおよびｔｅｒｔ－ブタノールを包含する。
【００１９】
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡは、種々の合成経路によって、エリスロマイシンＡ
から製造される。１つの方法においては、エリスロマイシンＡが、２’－Ｏ－３’－Ｎ－
ビス（ベンジルオキシカルボニル）－Ｎ－ジメチルエリスロマイシンＡ（Ｉ）：
【００２０】
【化２】

に変換される。次に、６－ヒドロキシ基を、ブロモメタンまたはヨードメタンのようなア
ルキル化剤および塩基との反応によってメチル化する。触媒水素添加によるベンゾイル基
の除去、および３’Ｎ－の還元メチル化によって、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを
生成する。米国特許第４３３１８０３号を参照。
【００２１】
　他の合成経路は、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ－９－オキシムのメチル化に関わ
る。６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ－９－オキシムが、塩基の存在下におけるエリス
ロマイシンＡとヒドロキシルアミン塩酸塩との反応のような当分野で既知の方法によって
、または米国特許第５２７４０８５号に記載のような、酸の存在下におけるヒドロキシル
アミンとの反応によって製造される。該オキシムとＲＸ［式中、Ｒはアリルまたはベンジ
ルであり、Ｘはハロゲンである。］との反応によって、２’－Ｏ，３’－Ｎ－ジアリルま
たはジベンジルエリスロマイシンＡ－９－Ｏ－アリルまたはベンジルオキシムハライドが
生成される。前記のようなこの第四級塩のメチル化、それに続くＲ基の除去および脱オキ
シムによって、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡが生成される。米国特許第４６７０５
４９号を参照。
【００２２】
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【化３】

［式中、Ｒはアルキル、アルケニル、置換または非置換ベンジル、オキシアルキル、また
は置換フェニルチオアルキルであり、Ｒ２はベンゾイルであり、Ｒ３はメチルまたはベン
ゾイルである。］で示される６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ－オキシム誘導体のメチ
ル化、それに続く脱保護、脱オキシム、およびＲ３がベンゾイルである場合の還元的メチ
ル化によって、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡが生成される。米国特許第４６７２１
０９号を参照。
【００２３】
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡの特に有効な製造法は、式ＩＩＩ：
【００２４】

【化４】

［式中、Ｒ１は、アルケニル、置換または非置換ベンジル、またはアルコキシアルキルで
あり、Ｒ２は、置換シリルであり、Ｒ３は、Ｒ２またはＨである。］で示されるオキシム
誘導体のメチル化に関わる。次に、保護基の除去および脱オキシムを、酸での処理によっ
て単一段階で行って、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを生成する。欧州特許明細書２
６０９３８Ｂ１号および米国特許第４９９０６０２号を参照。
【００２５】
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡの好ましい経路が、反応式１に略図で示されている
。Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｅｒｙｔｈｒｅｕｓの発酵によって製造されるエリスロマ
イシンＡをオキシム化して、Ｒ１がアルコキシアルキルのオキシム４を得る。基Ｒ１は、
エリスロマイシンＡと置換ヒドロキシルアミンＲ１ＯＮＨ２との反応、または塩基の存在
下におけるヒドロキシルアミン塩酸塩または酸の存在下におけるヒドロキシルアミンと、
エリスロマイシンＡとの反応、それに続くＲ１Ｘとの反応によって導入することができる
。次に、Ｒ２またはＲ３が同じである場合は、２つのヒドロキシ基を同時に保護し、Ｒ２

およびＲ３が異なる場合は逐次的に保護する。特に有用な保護基は、トリメチルシリル、
ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル、ｔｅｒｔ－ブチルジフェニルシリル等のような置換シ
リル基である。次に、保護基を除去し、化合物を脱オキシムして、６－Ｏ－メチルエリス
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ロマイシンＡを生成する。脱保護／脱オキシムの順序は重要ではない。保護基が置換シリ
ルである場合は、脱保護および脱オキシムを、酸での処理によって、例えば蟻酸または亜
硫酸水素ナトリウムを用いて、単一段階で行うことができる。米国特許第４９９０６０２
号を参照。
【００２６】
【化５】

【００２７】
　前記のように製造される６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを、所望の溶媒に懸濁し、
溶媒の還流温度付近に加熱する。次に、加熱を継続し、固形物のほとんどが溶解するのに
充分な時間、一般に約１０分～２時間、懸濁液を攪拌する。次に、懸濁液を熱間濾過する
。必要であれば、濾液を溶媒の還流温度かまたは還流温度付近に加熱して、明澄な溶液を
形成する。次に、濾液を周囲温度にゆっくり冷まし、任意に氷水浴でさらに冷却してもよ
い。本明細書の目的のために、周囲温度とは約２０℃～約２５℃である。６－Ｏ－メチル
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エリスロマイシンＡ結晶形態ＩＩを、濾過によって単離し、周囲温度～約５０℃の温度お
よび水銀約２インチ～気圧の圧力下において真空炉中で乾燥して、残留溶媒を除去する。
【００２８】
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを、水混和性有機溶媒および水、または水混和性ア
ルカノールおよび水で処理する場合は、有機溶媒またはアルカノール中の６－Ｏ－メチル
エリスロマイシンＡの懸濁液を加熱還流し、熱間濾過する。必要であれば、明澄な溶液が
得られるまで、溶媒の還流温度付近において濾液を加熱する。次に、明澄な溶液を水と混
合し、周囲温度に冷まし、任意に氷浴でさらに冷却してもよい。水量の上限は、混合物が
２つの液相に分離する点である。好ましい比率は、水の容量部で約１：１である。冷却後
、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ結晶形態ＩＩを濾過によって単離し、前記のように
乾燥する。好ましい水混和性有機溶媒はテトラヒドロフランである。好ましい水混和性ア
ルカノールは、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノールを包含する。
【００２９】
　本発明の他の側面においては、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを、メタノールおよ
び第二溶媒の混合物で処理する。この場合、第二溶媒は、エタノール、イソプロパノール
、テトラヒドロフラン、および酢酸イソプロピルのような溶媒を包含し、その結果、通常
、形態Ｉ結晶が形成される。この薬剤は、メタノールおよび第二溶媒中において同等の溶
解性を有するので、メタノールの量を、最大回収を確実なものとするように慎重に制御し
なければならない。メタノールの好ましい量は、約１：３～約１：１容量部である。特に
好ましい比率は、メタノールの容量部約１：１である。本発明の側面によれば、第二溶媒
中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡの懸濁液を、加熱還流し、熱間濾過する。必要で
あれば、明澄な溶液が得られるまで、第二溶媒の還流温度付近において濾液を加熱する。
次に、熱溶液をメタノールと混合し、周囲温度に冷まし、任意に氷浴でさらに冷却しても
よい。あるいは、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡが、第二溶媒およびメタノールの両
方において同等の溶解性を有する場合は、第二溶媒およびメタノールを約１：１容量部の
比率で予備混合し、該物質を溶媒混合物に懸濁し、次に、前記のように、加熱し、濾過し
、冷却する。冷却後、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ結晶形態ＩＩを濾過によって単
離し、前記のように乾燥する。
【００３０】
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを炭化水素－第二溶媒混合物で処理する本発明の側
面によれば、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを、好ましい第二溶媒に懸濁し、第二溶
媒の還流温度付近に加熱する。次に、懸濁液を加熱し、固形物のほとんどを溶解するのに
充分な時間、一般に約１０分～２時間攪拌する。次に、懸濁液を熱間濾過する。必要であ
れば、濾液を加熱還流して、明澄な溶液を形成することもできる。次に、炭化水素溶媒を
熱濾液に加え、混合物を周囲温度にゆっくり冷まし、任意に氷浴でさらに冷却してもよい
。冷却後、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ結晶形態ＩＩを濾過によって単離し、前記
のように乾燥する。添加される炭化水素溶媒の量は、第二溶媒および炭化水素溶媒中にお
ける物質の溶解度に依存し、当業者によって容易に決めることができる。典型的な比率は
、炭化水素溶媒の容量部約１：１０～約１：１の範囲である。
【００３１】
　好ましい実施態様においては、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを、アセトン、ヘプ
タン、トルエン、メチルｔｅｒｔ－ブチルエーテル、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、酢
酸エチル、キシレン、エチルエーテル、酢酸アミル、ジイソプロピルエーテル、および酪
酸イソプロピルから成る群から選択される溶媒で処理することによって、６－Ｏ－メチル
エリスロマイシンＡ結晶形態ＩＩを単離する。
【００３２】
　より好ましい実施態様においては、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを、水、ならび
に水混和性有機溶媒および水混和性アルカノールから成る郡から選択される溶媒で処理す
ることによって、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ結晶形態ＩＩを単離する。特に好ま
しい水混和性有機溶媒は、テトラヒドロフランである。特に好ましい水混和性アルカノー
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ルは、メタノール、エタノール、プロパノール、およびイソプロパノールである。
【００３３】
　溶媒混合物中において、水をメタノールで置き換える場合に、乾燥時間が短縮されるか
または乾燥をより低い温度で行うことができる。従って、さらに好ましい実施態様におい
ては、メタノール、ならびに炭素原子５～１２個の炭化水素、炭素原子２～５個のアルカ
ノール、炭素３～１２個のケトン、炭素原子３～１２個のカルボキシルエステル、炭素原
子４～１０個のエーテル、ベンゼン、および炭素原子１～４個のアルキル、炭素原子１～
４個のアルコキシ、ニトロおよびハロゲンから成る群から選択される１つまたはそれ以上
の置換基で置換されたベンゼンから成る群から選択される第二溶媒を含んで成る溶媒で、
６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを処理することによって、６－Ｏ－メチルエリスロマ
イシンＡ結晶形態ＩＩを単離することができる。本発明の実施態様の好ましい溶媒はメタ
ノールと炭素２～５個のアルカノール、及びメタノールと炭素３～１２個のカルボキシル
エステルである。特に好ましい溶媒は、メタノール－エタノールおよびメタノール－酢酸
イソプロピルである。
【００３４】
　本発明の最も好ましい実施態様においては、式ＨＮＲ１Ｒ２［式中、Ｒ１およびＲ２は
独立に、水素および炭素原子１～４個のアルキルから選択され、但し、Ｒ１およびＲ２の
両方が水素でないことを条件とする。］で示される溶媒で、６－Ｏ－メチルエリスロマイ
シンＡを処理することによって、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ結晶形態ＩＩを単離
する。アルキルおよびジアルキルアミンが好ましく、その理由は、６－Ｏ－メチルエリス
ロマイシンＡがそれらの溶媒中で実質的に可溶性であり、該溶媒が容易に蒸発し、その結
果、溶媒およびエネルギーが低コストになるからである。最も好ましい溶媒は、イソプロ
ピルアミンである。
【００３５】
　例示のために示され、本発明の範囲を限定することを意図するものではない下記の実施
例を参照することによって、前記の記載がよりよく理解されるであろう。
【００３６】
　参考例
　Ｃ－９カルボニルのオキシム化、Ｃ－２’およびＣ－４”ヒドロキシ基の保護、Ｃ－６
ヒドロキシ基のメチル化、脱オキシムおよび保護基の除去によって、エリスロマイシンＡ
から６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを製造し、米国特許第４９９０６０２号の方法に
よってエタノールから再結晶して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態Ｉを得た。形
態Ｉ結晶（０．４０ｇ）をガラス瓶に入れ、真空炉（４～９ｉｎ　Ｈｇ、１００～１１０
℃）で１８時間加熱して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ結晶を得た。
【００３７】
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩを、赤外スペクトル、示差走査熱量（ＤＳ
Ｃ）サーモグラムおよび粉末Ｘ線回折図形によって特性決定する。
【００３８】
　示差走査熱量サーモグラムを、当分野で既知の方法によって得、図２ｃに示す。６－Ｏ
－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩが、２２３．４℃で溶融することが、図２ｃから分
かる。図２ｃにおいて、分解による場合もある２８３．３℃における吸熱ピークも見られ
る。ＤＳＣ走査後、試料の色は黒であった。
【００３９】
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩの粉末Ｘ線回折パターンが、図２ａに示さ
れている。粉末Ｘ線回折パターンは、Ｎｉｃｏｌｅｔ　Ｘ線回折計を用いて、当分野で既
知の方法によって得られる。粉末Ｘ線回折パターンから生じるピーク（最大ピークの１５
％より上の強度を有する）を、計算粉末回折パターンから得られる対応するピークと比較
する。計算粉末回折パターンは、Ｒｉｇａｋｕ　ＡＦＣ５Ｒ回折計を用いて当分野で既知
の方法によって得られる単結晶Ｘ線構造から導かれる。計算粉末パターンは、実験的に観
察されるＸ線パターンにおけるピークが、クラリスロマイシン形態ＩＩによるものである
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ことを確認するために使用される。
【００４０】
　下記表Ｉは、選択ピーク（最大ピークの１５％より上の強度を有する）の２－Θ位置を
示している。表Ｉにおける標準位置は、少数第二位までで示した実験粉末パターンからの
ピーク位置を表す。実験粉末パターンにおける１つのピーク（１５．２８０　２－Θ）は
、計算粉末パターンに対応するピークを有さず、従って、それの位置は標準位置のリスト
に含まれていない。
【００４１】
【表１】

【００４２】
　前記表Ｉからの標準２－Θ角度位置は、８．３９、９．３３、１０．７２、１１．３３
、１１．７４、１２．２４、１３．６２、１３．９７、１５．０３、１６．３７、１６．
８０、１７．１６、１７．３８、１７．９７、１８．２０、１８．９１、１９．７５、２
０．３４、２２．０８、および２４．７９である。
【００４３】
　比較において、図１ａに示される６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態Ｉの粉末Ｘ線
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回折パターンにおける２－Θ角度位置は、８．５２°±０．２、９．４８°±０．２、１
０．８４°±０．２、１１．４８°±０．２、１１．８８°±０．２、１２．３６°±０
．２、１３．７２°±０．２、１４．１２°±０．２、１５．１６°±０．２、１６．４
８°±０．２、１６．９２°±０．２、１７．３２°±０．２、１８．０８°±０．２、
１８．４０°±０．２、１９．０４°±０．２、１９．８８°±０．２、および２０．４
８°±０．２である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１ａ】６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態Ｉの粉末Ｘ線回折スペクトルを示す。
【図１ｂ】６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態Ｉの赤外スペクトルを示す。
【図１ｃ】６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態Ｉの示差走査熱量計（ＤＳＣ）のサー
モグラムを示す。
【図２ａ】６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩの粉末Ｘ線回折スペクトルを示す
。
【図２ｂ】６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩの赤外スペクトルを示す。
【図２ｃ】６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩの示差走査熱量計（ＤＳＣ）のサ
ーモグラムを示す。
【実施例１】
【００４５】
　アセトンからの再結晶
　アセトン（２００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（３０ｇ）の懸濁液を
、還流下に１５分間加熱した。熱溶液を濾過し、固形物５．５３ｇを除去した。フィルタ
ーフラスコをアセトン（５ｍＬ）で濯いだ。合わせた濾液および濯ぎ液を加熱還流し、ア
セトン（４５ｍＬ）を加えて全ての残留固形物を溶解した。溶液を周囲温度に冷まし、次
に、氷水浴で冷却した。得られる固形物を濾過し、真空炉（４～９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４
５℃）で一晩乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ（１７．８ｇ）を得
た。
【実施例２】
【００４６】
　ヘプタンからの再結晶
　ヘプタン（１０００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（１０ｇ）の懸濁液
を、還流（９８℃）下に１．５時間加熱した。熱溶液を濾過し、固形物１．９１ｇを除去
した。濾液を加熱還流し、３５分間加熱した。明澄な溶液を周囲温度に冷まし、次に、氷
水浴で冷却した。得られる固形物を濾過し、真空炉（４～９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４５℃）
で一晩乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ（５．７ｇ）を得た。
【実施例３】
【００４７】
　トルエンからの再結晶
　トルエン（１００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（３０ｇ）の懸濁液を
、還流（１１０～１１２℃）下に１．５時間加熱した。熱溶液を濾過し、フィルターフラ
スコをトルエン（１０ｍＬ）で濯いだ。合わせた濾液および濯ぎ液を加熱還流し（１１０
℃）、３５分間加熱した。溶液を周囲温度に冷まし、次に、氷水浴で冷却した。得られる
固形物を濾過し、真空炉（４～９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４５℃）で一晩乾燥して、６－Ｏ－
メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ（５．７ｇ）を得た。
【実施例４】
【００４８】
　メチルｔｅｒｔ－ブチルエーテルからの再結晶
　メチルｔｅｒｔ－ブチルエーテル（２００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシン
Ａ（１０ｇ）の懸濁液を、還流（５５℃）下に１５分間加熱した。熱溶液を濾過し、固形
物２．６ｇを除去した。濾液を加熱還流し、メチルｔｅｒｔ－ブチルエーテル（７０ｍＬ



(12) JP 2009-242411 A 2009.10.22

10

20

30

40

50

）を加えて残留固形物を溶解した。溶液を周囲温度に冷まし、次に、氷水浴で冷却した。
得られる固形物を濾過し、真空炉（４～９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４５℃）で一晩乾燥して、
６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ（４．６ｇ）を得た。
【実施例５】
【００４９】
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドからの再結晶
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ
（２０ｇ）の懸濁液を、還流（１５３℃）下に１５分間加熱した。熱溶液を濾過し、濾液
を加熱還流した。明澄な溶液を周囲温度にゆっくり冷まし、次に、４日間攪拌した。得ら
れる固形物を濾過し、真空炉（４～９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４５℃）で一晩乾燥して、６－
Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ（７．４ｇ）を得た。
【実施例６】
【００５０】
　酢酸エチルからの再結晶
　酢酸エチル（１００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（１５ｇ）の懸濁液
を、還流（７７℃）下に３０分間加熱した。熱溶液を濾過し、濾液を加熱還流した。酢酸
エチル（１５ｍＬ）を濁った溶液に加えた。得られる明澄な溶液を、一晩で周囲温度に冷
ました。得られる固形物を濾過し、真空炉（４～９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４５℃）で９１時
間乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ（８．７ｇ）を得た。
【実施例７】
【００５１】
　キシレンからの再結晶
　キシレン（１０５ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（３５ｇ）の懸濁液を
、１４０℃に加熱し、明澄な溶液を得た。追加の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（５
．０ｇ）を加え、熱溶液を濾過して、極微量の不溶物を除去した。フィルターフラスコを
キシレン（５ｍＬ）で濯ぎ、合わせた濾液および濯ぎ液を還流下に１５分間加熱した。溶
液を周囲温度に冷まし、次に氷水浴で冷却した。得られる固形物を濾過し、真空炉（４～
９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４５℃）で一晩乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態
ＩＩ（２９ｇ）を得た。
【実施例８】
【００５２】
　イソプロパノール－水からの再結晶
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（２０ｇ）およびイソプロパノール（１００ｍＬ）
の懸濁液を、加熱還流した（８２℃）。熱溶液を濾過し、固形物１．１６ｇを除去した。
濾液をイソプロパノール（２０ｍＬ）で希釈し、再び加熱還流した。熱懸濁液を濾過し、
３．５ｇの６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを採集した。イソプロパノール（５０ｍＬ
）を濾液に加え、明澄な溶液が得られるまで混合物を還流下に加熱した。明澄な溶液に水
（１００ｍＬ）を加え、溶液を氷浴で冷却した。得られる固形物を濾過し、真空炉（４～
９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４５℃）で一晩乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態
ＩＩ（９．５ｇ）を得た。
【実施例９】
【００５３】
　テトラヒドロフラン－水からの再結晶
　ＴＨＦ（１００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（３０ｇ）の懸濁液を、
還流（６６．５℃）下に２０分間加熱した。熱溶液を濾過して極微量の不溶物を除去した
。濾液を加熱し（６６．５℃）、固形物が形成される点で水（１００ｍＬ）を加えた。懸
濁液を周囲温度に冷まし、濾過した。固形物を真空炉（４～９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４５℃
）で４日間乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ（２４ｇ）を得た。
【実施例１０】
【００５４】
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　エタノール－水からの再結晶
　エタノール（２００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（２０ｇ）の懸濁液
を、７８℃に加熱した。熱溶液を濾過し、固形物１２．６ｇを除去した。濾液を加熱還流
し、水（２００ｍＬ）を加えた。混合物を周囲温度に冷まし、濾過した。固形物を真空炉
（４～９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４５℃）で乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形
態ＩＩ（８．８ｇ）を得た。
【実施例１１】
【００５５】
　エチルエーテルからの再結晶
　エチルエーテル（１５０ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（５．０ｇ）の
懸濁液を、加熱還流した。不溶性固形物を濾過によって除去し、濾液を周囲温度に冷まし
た。沈殿物がゆっくり現れ、濾過によって単離して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ
形態ＩＩ（０．８ｇ）を得た。濾液を周囲温度で一晩攪拌して、追加の０．６５ｇの６－
Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩを得た。
【実施例１２】
【００５６】
　酢酸アミルからの再結晶
　酢酸アミル（１００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡの懸濁液を、９３℃
に加熱し、このときに溶液がほぼ明澄になった。極微量の不溶性固形物を、熱溶液の濾過
によって除去し、濾液を周囲温度に冷ました。沈殿物がゆっくり現れ、濾過によって単離
し、周囲温度で一晩乾燥した後（４～９ｉｎ　Ｈｇ）、６－Ｏ－メチルエリスロマイシン
Ａ形態ＩＩ（６．９ｇ）を得た。
【実施例１３】
【００５７】
　酢酸イソプロピル－メタノールからの再結晶
　酢酸イソプロピル（１００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（１２ｇ）の
懸濁液を、加熱還流した。熱溶液を濾過し、濾液を他の容器に移した。フィルターフラス
コを酢酸イソプロピル（１０ｍＬ）で濯ぎ、合わせた濾液および濯ぎ液を加熱還流した。
メタノール（１００ｍＬ）を加え、明澄な溶液を周囲温度にゆっくり冷まし、その間に沈
殿物が形成された。周囲温度で３時間後、沈殿物を濾過によって採集した。固形物を真空
炉（４～９ｉｎ　Ｈｇ、４０～４５℃）で乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ
形態ＩＩ（６．８ｇ）を得た
【実施例１４】
【００５８】
　ジイソプロピルエーテルからの再結晶
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（３．０ｇ）およびジイソプロピルエーテル（１５
０ｍＬ）の懸濁液を、加熱還流した。熱溶液を急速に濾過し、濾液を２時間で周囲温度に
冷ました。得られる固形物を濾過によって採集し、真空炉（７～９ｉｎ　Ｈｇ、４５～５
０℃）で乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ（０．２７ｇ）を得た。
【実施例１５】
【００５９】
　酪酸イソプロピルからの再結晶
　酪酸イソプロピル（１００ｍＬ）中の６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（５．０ｇ）
の懸濁液を、９０℃に加熱した。得られる明澄な溶液を３時間で周囲温度に冷まし、次に
、氷水浴で３０分間冷却した。得られる固形物を濾過によって採集し、真空炉（２～４ｉ
ｎ　Ｈｇ、４５～５０℃）で乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ（２
．８ｇ）を得た。
【実施例１６】
【００６０】
　イソプロピルアミンからの再結晶
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　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（８．０ｇ）をイソプロピルアミン（５０ｍＬ）に
添加することによって得られる明澄な溶液を、周囲温度で一晩攪拌した。沈殿物が形成さ
れない場合は、追加の１０．４ｇの６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡを添加した。明澄
な溶液を周囲温度で一晩攪拌し、その間に沈殿物が形成された。固形物を濾過によって採
集し、真空炉（２～４ｉｎ　Ｈｇ、４５～５０℃）で乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロ
マイシンＡ形態ＩＩ（１６．２ｇ）を得た。
【実施例１７】
【００６１】
　メタノール－エタノールからの再結晶
　６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ（１５ｇ）、エタノール（１００ｍＬ）、およびメ
タノール（１００ｍＬ）の混合物を、６９℃に加熱し、３０分間攪拌した。熱溶液を濾過
し、濾液を他の容器に移した。明澄な溶液を２時間で周囲温度に冷まし、次に、氷水浴で
３０分間攪拌した。得られる固形物を濾過によって採集し、真空炉（２～４ｉｎ　Ｈｇ、
４５～５０℃）で乾燥して、６－Ｏ－メチルエリスロマイシンＡ形態ＩＩ（７．１ｇ）を
得た。
【００６２】
　前記実施例は、例示のために示されており、本発明の範囲を限定することを意図しない
。当業者に明らかな変形および変更も、請求の範囲に規定されている本発明の範囲および
本質に含まれるものとする。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図２ｂ】 【図２ｃ】
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