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(57)【要約】
本明細書では、（１Ｒ，２Ｒ，５Ｒ）－５－アミノ－２
－メチルシクロヘキサノール塩酸塩を作製するための方
法及び中間体を提供するが、これらは、ＪＮＫ経路に関
連する疾患、障害、または病態の治療に有用な化合物の
調製に有用である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（Ａ）の化合物の調製方法であって、
【化１】

（ａ）溶媒中でルイス酸の存在下において、式（１）の化合物
【化２】

を式（２）の化合物
【化３】

と接触させて、式（３）の化合物を得るステップ
【化４】

（ｂ）ステップ（ａ）の式（３）の前記化合物を塩基性水溶液と接触させて、式（４）の
化合物を得るステップ
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【化５】

（ｃ）有機溶媒中でステップ（ｂ）の式（４）の前記化合物をＤＭＦ及び塩素化剤と接触
させ、その後、得られた酸塩化物誘導体をアンモニア水溶液で処理して、式（５）の化合
物を得るステップ
【化６】

（ｄ）ステップ（ｃ）の式（５）の前記化合物をＮａＯＨ及びＮａＯＣｌの水溶液と接触
させて、式（６）の化合物を得るステップ
【化７】

（ｅ）溶媒中でステップ（ｄ）の式（６）の前記化合物を（＋）－ジベンゾイル－Ｄ－酒
石酸一水和物と接触させて、式（７）の化合物を得るステップ

【化８】

（ｆ）ステップ（ｅ）の式（７）の前記化合物を塩基性水溶液と接触させ、その後、得ら
れた遊離塩基を有機溶媒中にてＢｏｃ２Ｏで処理して、式（８）の化合物を得るステップ
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【化９】

（ｇ）溶媒中でステップ（ｆ）の式（８）の前記化合物を還元剤、キラル補助剤及びルイ
ス酸と接触させ、その後、塩基の存在下において酸化剤で処理して、式（９）の化合物を
得るステップ
【化１０】

ならびに
（ｈ）溶媒中でステップ（ｇ）の式（９）の前記化合物を塩酸溶液と接触させて、式（Ａ
）の前記化合物を得るステップ
を含む前記方法。
【請求項２】
　ステップ（ａ）の前記ルイス酸がＡｌＣｌ３である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ステップ（ａ）の前記溶媒がＤＣＭである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ステップ（ｂ）の前記塩基がＮａＯＨである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ステップ（ｃ）の前記塩素化剤がＳＯＣｌ２である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ステップ（ｃ）の前記有機溶媒がＤＣＭである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ステップ（ｅ）の前記溶媒がＭｅＯＨである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ステップ（ｆ）の前記塩基がＮａＯＨである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ステップ（ｆ）の前記有機溶媒がＤＣＭである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ステップ（ｇ）の前記還元剤がＮａＢＨ４である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ステップ（ｇ）の前記キラル補助剤がα－ピネンである、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ステップ（ｇ）の前記ルイス酸がＢＦ３・Ｅｔ２Ｏである、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
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　ステップ（ｇ）の前記溶媒がＴＨＦである、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　ステップ（ｇ）の前記酸化剤がＨ２Ｏ２である、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　ステップ（ｇ）の前記塩基がＮａＯＨである、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　ステップ（ｈ）の前記溶媒がＩＰＡである、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　式（３）の化合物の調製方法であって、
【化１１】

溶媒中でルイス酸の存在下において、式（１）の化合物
【化１２】

を式（２）の化合物

【化１３】

と接触させることを含む前記方法。
【請求項１８】
　前記ルイス酸がＡｌＣｌ３である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記溶媒がＤＣＭである、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　式（７）の化合物の調製方法であって、
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【化１４】

溶媒中で式（６）の化合物
【化１５】

を（＋）－ジベンゾイル－Ｄ－酒石酸一水和物と接触させることを含む前記方法。
【請求項２１】
　前記溶媒がＭｅＯＨである、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　式（７）の化合物。
【化１６】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１５年７月２４日に出願された米国仮出願第６２／１９６，３６３号に
対する優先権の利益を主張し、その全体を参照により及びあらゆる目的のために本明細書
に援用する。
【０００２】
　本明細書では、（１Ｒ，２Ｒ，５Ｒ）－５－アミノ－２－メチルシクロヘキサノール塩
酸塩を作製するための方法及び中間体を提供するが、これらは、ＪＮＫ経路に関連する疾
患、障害、または病態の治療に有用な化合物の調製に有用である。
【背景技術】
【０００３】
　異常なタンパク質リン酸化と疾患の原因または結果との間の関係が２０年間以上知られ
ている。したがって、タンパク質キナーゼが非常に重要な一群の薬剤標的となっている。
（Ｃｏｈｅｎ，　Ｎａｔｕｒｅ，　１：３０９－３１５　（２００２），　Ｇａｅｓｔｅ
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ｌ　ｅｔ　ａｌ．　Ｃｕｒｒ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．１４：　２２１４－２２３　（２００
７）；　Ｇｒｉｍｍｉｎｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．　Ｎａｔ．　Ｒｅｖ．　Ｄｒｕｇ　Ｄｉｓ
ｃ．　９（１２）：９５６－９７０　（２０１０）を参照）。様々なタンパク質キナーゼ
インヒビターが、多様な疾患、例えば癌ならびに関節リウマチ及び乾癬をはじめとした慢
性炎症性疾患などの治療において臨床的に用いられている。（Ｃｏｈｅｎ，　Ｅｕｒ．　
Ｊ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．，　２６８：５００１－５０１０　（２００１）；　Ｐｒｏｔｅ
ｉｎ　Ｋｉｎａｓｅ　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏ
ｆ　Ｄｉｓｅａｓｅ：　Ｔｈｅ　Ｐｒｏｍｉｓｅ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｐｒｏｂｌｅｍｓ，
　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ，　
Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｂｅｒｌｉｎ　Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ，　１６７　（２００５）を参
照）。
【０００４】
　ＪＮＫは普遍的に発現されるセリン／スレオニンキナーゼであり、ＥＲＫ（細胞外調節
キナーゼ）及びｐ３８とともに分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ（ＭＡＰＫ）のフ
ァミリーに属する。（Ｋｙｒｉａｋｉｓ　ＪＭ，　Ｓｃｉ．　ＳＴＫＥ　（４８）：ｐｅ
１　（２０００）；　Ｗｈｉｔｍａｒｓｈ　ＡＪ，　ｅｔ　ａｌ．　Ｓｃｉ．　ＳＴＫＥ
　（１）：ｐｅ１　（１９９９）；　Ｓｃｈｒａｍｅｋ　Ｈ，　Ｎｅｗｓ　Ｐｈｙｓｉｏ
ｌ．　Ｓｃｉ．１７：６２－７　（２００２）；　Ｉｃｈｉｊｏ　Ｈ，　Ｏｎｃｏｇｅｎ
ｅ　１８（４５）：６０８７－９３　（１９９９））。ＭＡＰＫは細胞表面から核へのシ
グナル伝達の重要な媒介物であり、リン酸化カスケードを用いて、転写因子をはじめとす
る選択された細胞内タンパク質のリン酸化によって、外部刺激に対して細胞による調和の
とれた反応を引き起こす。加えて、ＪＮＫは非核タンパク質、例えばＩＲＳ－１及びＢｃ
ｌ－２ファミリーメンバーもリン酸化する。（Ｄａｖｉｓ　ＲＪ，　Ｔｒｅｎｄｓ　Ｂｉ
ｏｃｈｅｍ．　Ｓｃｉ．　９（１１）：４７０－４７３　（１９９４）；　Ｓｅｇｅｒ　
Ｒ　ｅｔ　ａｌ．，　ＦＡＳＥＢ　Ｊ．；　９（９）：７２６－３５　（１９９５）；　
Ｆａｎｇｅｒ　ＧＲ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｕｒｒ．　Ｏｐｉｎ．　Ｇｅｎｅｔ．　Ｄｅｖ
．；　７（１）：６７－７４　（１９９７））。
【０００５】
　タンパク質キナーゼ経路の複雑さならびに様々なタンパク質キナーゼ及びキナーゼ経路
の中の及びそれらの間の関係及び相互作用の複雑さの解明により、複数のキナーゼまたは
複数のキナーゼ経路に対して有益な活性を有するタンパク質キナーゼモジュレーター、レ
ギュレーターまたはインヒビターとして作用することのできる医薬品の開発の重要性が浮
き彫りとなっている。ＪＮＫ経路のインヒビターである２－（ｔｅｒｔ－ブチルアミノ）
－４－（（１Ｒ，３Ｒ，４Ｒ）－３－ヒドロキシ－４－メチルシクロヘキシルアミノ）－
ピリミジン－５－カルボキサミドという化学名の化合物（代替名２－［（１，１－ジメチ
ルエチル）アミノ］－４－［［（１Ｒ，３Ｒ，４Ｒ）－３－ヒドロキシ－４－メチルシク
ロヘキシル］アミノ］－５－ピリミジンカルボキサミド；本明細書では「化合物Ｉ」と呼
ぶ）が、２０１３年１月３１日に公開された米国特許出願公開第２０１３／００２９９８
７号、国際公開第ＷＯ２０１２／１４５５６９号及び２０１５年１月２９日に出願された
米国特許出願第１４／６０８，３１４号に開示されており、それぞれの全体を参照により
本明細書に援用する。したがって、化合物Ｉの調製のための新規プロセスが依然として必
要とされている。
【０００６】
　本出願の第２節におけるいかなる参考文献の引用または指定も、その参考文献が本出願
の先行技術であるという自認と解釈されるべきではない。
【発明の概要】
【０００７】
　本明細書では、化合物Ｉの調製に有用なプロセス及び中間体を提供する。
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【化１】

これは、２－（ｔｅｒｔ－ブチルアミノ）－４－（（１Ｒ，３Ｒ，４Ｒ）－３－ヒドロキ
シ－４－メチルシクロヘキシルアミノ）－ピリミジン－５－カルボキサミドという名称を
有し、ＪＮＫ経路に関連する疾患、障害、または病態の治療に有用である。
【０００８】
　特に、本明細書では、式（Ａ）の化合物を作製するためのプロセスを提供する。

【化２】

これは、（１Ｒ，２Ｒ，５Ｒ）－５－アミノ－２－メチルシクロヘキサノール塩酸塩とい
う名称を有する。
【０００９】
　式（Ａ）の化合物の調製方法を提供するが、

【化３】

この方法は以下のステップを含む。
（ａ）溶媒中でルイス酸の存在下において、式（１）の化合物
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【化４】

を式（２）の化合物
【化５】

と接触させて、式（３）の化合物を得ること
【化６】

（ｂ）ステップ（ａ）の式（３）の化合物を塩基性水溶液と接触させて、式（４）の化合
物を得ること
【化７】

（ｃ）有機溶媒中でステップ（ｂ）の式（４）の化合物をＤＭＦ及び塩素化剤と接触させ
、その後、得られた酸塩化物誘導体をアンモニア水溶液で処理して、式（５）の化合物を
得ること
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【化８】

（ｄ）ステップ（ｃ）の式（５）の化合物をＮａＯＨ及びＮａＯＣｌの水溶液と接触させ
て、式（６）の化合物を得ること
【化９】

（ｅ）溶媒中でステップ（ｄ）の式（６）の化合物を（＋）－ジベンゾイル－Ｄ－酒石酸
一水和物と接触させて、式（７）の化合物を得ること
【化１０】

（ｆ）ステップ（ｅ）の式（７）の化合物を塩基性水溶液と接触させ、その後、得られた
遊離塩基を有機溶媒中にてＢｏｃ２Ｏで処理して、式（８）の化合物を得ること
【化１１】

（ｇ）溶媒中でステップ（ｆ）の式（８）の化合物を還元剤、キラル補助剤及びルイス酸
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と接触させ、その後、塩基の存在下において酸化剤で処理して、式（９）の化合物を得る
こと
【化１２】

ならびに
【００１０】
　（ｈ）溶媒中でステップ（ｇ）の式（９）の化合物を塩酸溶液と接触させて、式（Ａ）
の化合物を得ること。一実施形態において、ステップ（ａ）のルイス酸はＡｌＣｌ３であ
る。さらなる実施形態において、ステップ（ａ）の溶媒はＤＣＭである。一実施形態にお
いて、ステップ（ｂ）の塩基はＮａＯＨである。一実施形態において、ステップ（ｃ）の
塩素化剤はＳＯＣｌ２である。さらなる実施形態において、ステップ（ｃ）の有機溶媒は
ＤＣＭである。一実施形態において、ステップ（ｅ）の溶媒はＭｅＯＨである。一実施形
態において、ステップ（ｆ）の塩基はＮａＯＨである。さらなる実施形態において、ステ
ップ（ｆ）の有機溶媒はＤＣＭである。一実施形態において、ステップ（ｇ）の還元剤は
ＮａＢＨ４である。さらなる実施形態において、ステップ（ｇ）のキラル補助剤はα－ピ
ネンである。特定の実施形態において、ステップ（ｇ）のルイス酸はＢＦ３・Ｅｔ２Ｏで
ある。別の特定の実施形態において、ステップ（ｇ）の溶媒はＴＨＦである。さらに別の
実施形態において、ステップ（ｇ）の酸化剤はＨ２Ｏ２である。特定の実施形態において
、ステップ（ｇ）の塩基はＮａＯＨである。一実施形態において、ステップ（ｈ）の溶媒
はＩＰＡである。
【００１１】
　ある態様において、化合物Ｉは、キナーゼ、例えばＪＮＫ１またはＪＮＫ２を発現する
細胞中で当該キナーゼを阻害するのに有用である。他の態様において、化合物Ｉは、本明
細書に記載するように、ＪＮＫ経路の阻害によって治療可能または予防可能な病態を治療
または予防するのに有用である。別の態様において、化合物Ｉは、間質性肺線維症、全身
性硬化症、強皮症、慢性移植腎症、抗体関連型拒絶反応、または狼瘡から選択される１つ
以上の障害を治療または予防するのに有用である。さらなる別の態様において、化合物Ｉ
は、本明細書に記載するように、肝臓線維性障害、または肝臓線維性障害につながる糖尿
病及び／または代謝症候群を治療または予防するのに有用である。
【００１２】
　本実施形態は、発明を実施するための形態及び実施例を参照することによってより完全
に理解することができるが、これらは非限定的な実施形態を例示することを意図するもの
である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】Ｄ２Ｏ中での化合物（Ａ）の１Ｈ　ＮＭＲスペクトルを示す。
【００１４】
【図２】Ｄ２Ｏ中での化合物（Ａ）の拡大した（約０．２～３．６ｐｐｍ）１Ｈ　ＮＭＲ
スペクトルを示す。
【００１５】
【図３】化合物（Ａ）のＨＰＬＣクロマトグラムを示す。
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【００１６】
【図４】化合物（Ａ）のキラルＧＣクロマトグラムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
定義
　ここで、ならびに明細書及び添付の特許請求の範囲で用いる場合、不定冠詞「ａ」及び
「ａｎ」ならびに定冠詞「ｔｈｅ」は、文脈上そうでないことが明らかでない限り、単数
形に加えて複数形の指示対象を含む。
【００１８】
　本明細書で用いる場合、別途明記しない限り、用語「約」及び「およそ」は、プロセス
の成分の量または重量パーセントに関連して用いる場合、明記した量、または重量パーセ
ントから得られるものと等価な効果をもたらすと当業者によって認識される量または重量
パーセントを意味する。ある実施形態において、用語「約」及び「およそ」は、この文脈
で用いる場合、明記した量または重量パーセントの３０％以内、２０％以内、１５％以内
、１０％以内、または５％以内の量または重量パーセントを企図する。
【００１９】
　「ＪＮＫ」はＪＮＫ１、ＪＮＫ２、またはＪＮＫ３遺伝子によって発現されるタンパク
質またはそのアイソフォームを意味する（Ｇｕｐｔａ，　Ｓ．，　Ｂａｒｒｅｔｔ，　Ｔ
．，　Ｗｈｉｔｍａｒｓｈ，　Ａ．Ｊ．，　Ｃａｖａｎａｇｈ，　Ｊ．，　Ｓｌｕｓｓ，
　Ｈ．Ｋ．，　Ｄｅｒｉｊａｒｄ，　Ｂ．　ａｎｄ　Ｄａｖｉｓ，　Ｒ．Ｊ．　Ｔｈｅ　
ＥＭＢＯ　Ｊ．　１５：２７６０－２７７０　（１９９６））。
【００２０】
　本明細書で用いる場合、「治療」は、障害、疾患もしくは病態の、もしくは障害、疾患
もしくは病態に関連する１つ以上の症状の完全なもしくは部分的な緩和、もしくはこうし
た症状のさらなる進行もしくは悪化の遅延もしくは停止、または障害、疾患もしくは病態
の原因（複数可）そのものの緩和もしくは根治を意味する。一実施形態において、障害は
、本明細書に記載のように、ＪＮＫ経路の阻害によって治療可能または予防可能な病態で
ある。別の実施形態において、障害は、間質性肺線維症、全身性硬化症、強皮症、慢性移
植腎症、抗体関連型拒絶反応、または狼瘡から選択される。さらに別の実施形態において
、障害は、本明細書に記載のように、肝臓線維性障害、または肝臓線維性障害につながる
糖尿病及び／または代謝症候群である。いくつかの実施形態において、障害は、肝臓線維
性障害、例えば非アルコール性脂肪肝炎、脂肪症（すなわち脂肪肝）、肝硬変、原発性硬
化性胆管炎、原発性胆汁性肝硬変、肝炎、肝細胞癌、または慢性的なもしくは度重なるア
ルコール摂取（アルコール性肝炎）、感染（例えばＨＣＶなどのウイルス感染）、肝臓移
植、もしくは薬物性肝障害（例えばアセトアミノフェン中毒）に伴う肝繊維症などである
。いくつかの実施形態において、「治療」は、肝臓線維性障害、例えば非アルコール性脂
肪肝炎、脂肪症（すなわち脂肪肝）、肝炎もしくは肝硬変などにつながる糖尿病もしくは
代謝症候群に関連する障害、疾患もしくは病態、もしくは症状の完全なもしくは部分的な
緩和、またはこうした症状のさらなる進行もしくは悪化の遅延もしくは停止を意味する。
一実施形態において、症状は黄疸である。
【００２１】
　「予防」は、本明細書で用いる場合、障害、疾患もしくは病態の発症、再発もしくは蔓
延を完全にもしくは部分的に遅延及び／または防止する；被検者が障害、疾患もしくは病
態に罹患するのを阻止する；または障害、疾患もしくは病態に罹患する被検者のリスクを
減少させる方法を意味する。一実施形態において、障害は、本明細書に記載のように、Ｊ
ＮＫ経路の阻害によって治療可能または予防可能な病態である。別の実施形態において、
障害は、間質性肺線維症、全身性硬化症、強皮症、慢性移植腎症、抗体関連型拒絶反応、
または狼瘡から選択される。一実施形態において、障害は、本明細書に記載のように、肝
臓線維性障害、もしくは肝臓線維性障害につながる糖尿病もしくは代謝症候群、またはこ
れらの症状である。
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【００２２】
　「患者」または「被検者」は本明細書では、動物、例えば哺乳類などを含むと定義し、
限定はしないが霊長類（例えばヒト）、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、イヌ、ネコ、ウサギ
、ラット、マウス、サル、ニワトリ、シチメンチョウ、ウズラ、またはモルモットなどが
挙げられ、ある実施形態では哺乳類であり、別の実施形態ではヒトである。一実施形態に
おいて、被検者は、間質性肺線維症、全身性硬化症、強皮症、慢性移植腎症、抗体関連型
拒絶反応、または狼瘡を有するか、またはそれらを有するリスクにあるヒトである。別の
実施形態において、被検者は、肝臓線維性障害、もしくは肝臓線維性障害につながる糖尿
病もしくは代謝症候群、もしくはＪＮＫ経路の阻害によって治療可能もしくは予防可能な
病態、またはこれらの症状を有するか、またはそれらを有するリスクにあるヒトである。
【００２３】
化合物（Ａ）
　２０１３年１月３１日に公開された米国特許出願公開第２０１３／００２９９８７号、
国際公開第ＷＯ２０１２／１４５５６９号及び２０１５年１月２９日に出願された米国特
許出願第１４／６０８，３１４号（それぞれの全体を参照により本明細書に援用する）に
記載されているように、式Ｉの化合物はスキームＡに示すように調製することができる。
【化１３】

【００２４】
　本明細書で提供するプロセスは、（１Ｒ，２Ｒ，５Ｒ）－５－アミノ－２－メチルシク
ロヘキサノール塩酸塩という名称を有する式（Ａ）の化合物の作製方法、及び当該プロセ
スにおいて有用な中間体に関する。

【化１４】

【００２５】
　描写された構造とその構造に与えられた名称との間に矛盾がある場合、描写された構造
が重視されるものとすることに留意すべきである。さらに、構造のまたは構造の一部の立
体化学が、例えば太線または破線で示されていない場合、構造または構造の一部はその立
体異性体をすべて包含すると解釈するものとする。
【００２６】
化合物（Ａ）の作製方法
　限定ではなく例として、式（Ａ）の化合物は、以下に示すスキーム１及び本明細書に記
載の実施例に概略したように調製することができる。
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【化１５】

【００２７】
　一態様において、本明細書では式（Ａ）の化合物の調製方法を提供する。
【化１６】

この方法は、式（９）の化合物：
【化１７】

を溶媒中で塩酸と接触させることを含む。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、溶媒はメタノール、２－プロパノール（ＩＰＡ）、エー
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である。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、この方法は式（９）の化合物を調製することをさらに含
む。
【化１８】

この方法は式（８）の化合物：
【化１９】

を溶媒中で還元剤、キラル補助剤及びルイス酸と接触させ、その後、塩基の存在下におい
て酸化剤で処理することを含む。
【００３０】
　一実施形態において、還元剤はＮａＢＨ４である。別の実施形態において、キラル補助
剤はα－ピネンである。別の実施形態において、ルイス酸はＢＦ３・Ｅｔ２Ｏである。一
実施形態において、溶媒はＴＨＦまたはＥｔＯＨである。別の実施形態において、溶媒は
ＴＨＦである。一実施形態において、酸化剤はＨ２Ｏ２またはオキソンである。別の実施
形態において、酸化剤はＨ２Ｏ２である。一実施形態において、塩基はＮａＯＨである。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、この方法は式（８）の化合物を調製することをさらに含
む。

【化２０】

この方法は式（７）の化合物：
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【化２１】

を塩基性水溶液と接触させ、その後、得られた遊離塩基を有機溶媒中で、任意により第２
の塩基の存在下において、Ｂｏｃ２Ｏで処理することを含む。
【００３２】
　一実施形態において、塩基性水溶液はＮａＯＨ水溶液である。一実施形態において、有
機溶媒はＤＣＭまたはエーテルである。別の実施形態において、有機溶媒はＤＣＭである
。一実施形態において、第２の塩基はトリエチルアミンである。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、この方法は式（７）の化合物を調製することをさらに含
む。
【化２２】

この方法は溶媒中で式（６）の化合物：
【化２３】

を（＋）－ジベンゾイル－Ｄ－酒石酸一水和物と接触させることを含む。
【００３４】
　一実施形態において、溶媒はメタノールである。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、この方法は式（６）の化合物を調製することをさらに含
む。
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【化２４】

この方法は式（５）の化合物：
【化２５】

をＮａＯＨ及びＮａＯＣｌの水溶液と接触させることを含む。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、この方法は式（５）の化合物を調製することをさらに含
む。
【化２６】

この方法は式（４）の化合物：

【化２７】

を有機溶媒中でＤＭＦ及び塩素化剤と接触させ、その後、得られた酸塩化物誘導体をアン
モニア水溶液で処理することを含む。
【００３７】
　一実施形態において、塩素化剤は塩化オキサライル（ｏｘａｌａｙｌ）またはＳＯＣｌ
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２である。一実施形態において、塩素化剤はＳＯＣｌ２である。一実施形態において、有
機溶媒はＤＣＭである。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、この方法は式（４）の化合物を調製することをさらに含
む。
【化２８】

この方法は式（３）の化合物：
【化２９】

を塩基性水溶液と接触させることを含む。
【００３９】
　一実施形態において、塩基はＬｉＯＨまたはＮａＯＨである。別の実施形態において、
塩基はＮａＯＨである。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、この方法は式（３）の化合物を調製することをさらに含
む。
【化３０】

この方法は式（１）の化合物：

【化３１】
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【化３２】

と溶媒中でルイス酸の存在下において接触させることを含む。
【００４１】
　一実施形態において、ルイス酸はＡｌＣｌ３である。一実施形態において、溶媒はＤＣ
Ｍである。
【００４２】
　本明細書で提供するプロセスにおいて有用な中間体には以下が含まれる。

【化３３】

【００４３】
化合物Ｉの有用性
　化合物Ｉは、動物またはヒトにおける病態を治療、予防または改善する医薬品としての
有用性を有する。特に、化合物Ｉは、タンパク質キナーゼ、具体的にはＪＮＫ１及び／ま
たはＪＮＫ２に対して活性である。化合物Ｉの使用は、２０１３年１月３１日に公開され
た米国特許公開第２０１３／００２９９８７号に開示されており、その全体を参照により
本明細書に援用する。
【００４４】
略号
　明細書及び実施例において以下の略号を用いる。
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【表１】

【実施例】
【００４５】
合成実施例
　限定ではなく例として提示する以下の合成実施例は、化合物（Ａ）の調製方法を示す。
ＡＣＤ／ＮＡＭＥ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，
　Ｉｎｃ．，　Ｏｎｔａｒｉｏ，　Ｃａｎａｄａ）を用いて化学構造に対する名称を作成
し、Ｃｈｅｍｄｒａｗ（Ｃａｍｂｒｉｄｇｅｓｏｆｔ，　Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ，　
Ｗａｌｔｈａｍ，　ＭＡ）を用いて化学構造を描いた。ある場合においては、Ｃｈｅｍｄ
ｒａｗを用いて化学構造に対する名称を作成した。
【００４６】
実施例１：（１Ｒ，２Ｒ，５Ｒ）－５－アミノ－２－メチルシクロヘキサノール塩酸塩の
合成
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【化３４】

　メチル４－メチルシクロヘキサ－３－エンカルボキシレート（３）：２０～２５℃、窒
素雰囲気下で反応容器にＤＣＭ（２．５Ｌ）及びメチルアクリレート（１）（５００．０
ｇ）を加えた。５分間撹拌した後、バッチを０℃に冷却し、イソプレン（２）（５９３．
４ｇ）を５～１０分かけて加えた。２５℃で５分間撹拌した後、温度を０～１０℃の間に
維持しながら無水ＡｌＣｌ３（１１６．２ｇ）を６０～９０分かけて加えた。０～１０℃
で３０分間撹拌した後、バッチを２５℃まで徐々に加温し、ＨＰＬＣで未反応のメチルア
クリレート（１）が＜１％と示されるまで、その温度で撹拌した（≧３時間）。ＨＰＬＣ
によって反応の完了が示されたら、バッチを０℃に冷却し、ＨＣｌ溶液（２５０ｍＬ濃Ｈ
Ｃｌ及び１７５０ｍＬ水）で３０～６０分にわたってクエンチしたが、クエンチング期間
中、温度は１０℃未満に維持した。バッチを２５℃まで加温し、Ｈｙｆｌｏに通して濾過
して、ＤＣＭ（５００ｍＬ）で残渣をリンスしながら未溶解の固体を除去した。濾液をＤ
ＣＭ（１Ｌ）で抽出し、合一した有機層を５％ＮａＨＣＯ３水溶液（１Ｌ）及びブライン
（１Ｌ）で続けて洗浄した。４０～５０℃、大気条件下で有機画分からＤＣＭを留去し、
粗メチル４－メチルシクロヘキサ－３－エンカルボキシレート（３）を褐色の液体として
得て（約１２００ｇ、定量的収率、ＨＰＬＣによる純度８５．５４％）、これを精製せず
に次のステップに用いた。
【００４７】
　４－メチルシクロヘキサ－３－エンカルボン酸（４）：１５～２０℃で反応容器中のＮ
ａＯＨの溶液（１８００ｍＬ水中２９０．４ｇのＮａＯＨ）に、温度を２５℃未満に維持
しながら、４－メチルシクロヘキサ－３－エンカルボキシレート（３）（上記の１２００
ｇの粗材料；８９５．６３ｇが収率１００％と考えられる）をゆっくり加えた。バッチを
３５～４０℃まで徐々に加温し、ＨＰＬＣで未反応の中間体（３）が＜１％と示されるま
で、得られた透明溶液をその温度で攪拌した（≧２時間）。ＨＰＬＣによって反応の完了
が示されたら、バッチを２５℃にして水（９００ｍＬ）でクエンチした。生成物を含有す
る混合物水溶液をＤＣＭ（２×９００ｍＬ）で洗浄した。水層を０～１０℃に冷却し、温
度を２０℃未満に維持しながら濃ＨＣｌ（６３０ｍＬ）でｐＨ１～２まで酸性にした。２
０～２５℃で混合物を１０分間撹拌した後、ＤＣＭ（２×９００ｍＬ）で生成物を水層か
ら抽出した。合一した有機層を水（９００ｍＬ）で洗浄した。４０～４５℃でＤＣＭを有
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機画分から留去し、得られた固形物を４０～４５℃で１時間真空乾燥して、室温まで冷却
したところで、４－メチルシクロヘキサ－３－エンカルボン酸（４）を得た（ＨＰＬＣに
基づいて７０７．５１ｇ、収率８６．９０％、ＨＰＬＣによる純度８５．２８％）。こう
して得られた生成物をＤＣＭ（７５０ｍＬ）中に溶解させ、精製せずに次のステップに用
いた。
【００４８】
　４－メチルシクロヘキサ－３－エンカルボキサミド（５）：上記の４－メチルシクロヘ
キサ－３－エンカルボン酸（４）のＤＣＭ溶液（約１６１４ｇ、約６９０ｇの中間体（４
）を含有する）が入った反応容器に、２５℃、窒素雰囲気下でＤＭＦ（６．９ｍＬ）を加
えた。反応物を５分間撹拌した後、温度を２０℃未満に維持しながら塩化チオニル（６７
３．４４ｇ）を３０～６０分間にわたって加えた。１５～２０℃で１０分間撹拌した後、
反応物を２５～３０℃に加温し、ＴＬＣで未反応の中間体（４）が＜２％と示されるまで
、その温度で撹拌した（≧２時間）。ＴＬＣによって反応の完了が示されたら、真空下で
溶媒を完全に留去した。得られた混合物を３５～４０℃で３０分間真空乾燥し、その後、
室温にした。こうして得られた物質を、別個の反応容器中の氷冷（０～５℃）アンモニア
水溶液（２．７６Ｌ）に、温度を１０℃未満に維持しながら３０～６０分間にわたってゆ
っくり加えた。０～１０℃で反応混合物を３０分間撹拌した後、得られた残渣を濾過し、
水で洗浄して、空気中で真空乾燥した。エアオーブン中で４５～５０℃にて生成物をさら
に乾燥し、室温にして４－メチルシクロヘキサ－３－エンカルボキサミド（５）をオフホ
ワイト色の固体（ＨＰＬＣに基づいて６０４ｇ、収率８８．１５％、ＨＰＬＣによる純度
８６．５５％）として得て、これを精製せずに次のステップに用いた。
【００４９】
　４－メチルシクロヘキサ－３－エナミン（６）：－５℃～５℃で反応容器中のＮａＯＨ
（４８１．６８ｇ）及び水（２．１６Ｌ）の溶液に、窒素雰囲気下にて１０．５％ｗ／ｗ
次亜塩素酸ナトリウム溶液（４５８７．４ｇ）をゆっくり加えた。１０分間撹拌した後、
－５℃～５℃で４－メチルシクロヘキサ－３－エンカルボキサミド（５）（６００ｇ）を
小分けして徐々に加えた。１０℃未満の温度で反応物を６時間撹拌し、２５℃まで徐々に
加温して、ＨＰＬＣで未反応の中間体（５）が＜５％と示されるまで、その温度で撹拌し
た（≧５時間）。ＨＰＬＣによって反応の完了が示されたら、トルエン（１．２Ｌ）を加
えた。混合物を０～５℃に冷却し、温度を２０℃未満に維持しながら濃ＨＣｌ（１．５Ｌ
）でｐＨ１～１．５まで酸性にした。５分間撹拌した後、有機層を分離し、水層をトルエ
ン（１．２Ｌ）で洗浄した。その後、水層を０～５℃に冷却し、温度を２０℃未満に維持
しながらＮａＯＨ水溶液（２．０ｋｇのＮａＯＨ及び１３４０ｍＬのＨ２Ｏ）でｐＨ＞１
３まで塩基性にした。ＤＣＭ（２×１．５Ｌ）で生成物を抽出し、合一した有機層を硫酸
ナトリウムで乾燥させて濾過した。４０～６０℃、大気条件下でＤＣＭを濾液から留去し
た。得られた残渣を室温まで冷却して４－メチルシクロヘキサ－３－エナミン（６）（Ｈ
ＰＬＣに基づいて３７７．４ｇ、収率７８．７４％、ＨＰＬＣによる純度８５．７４％）
を得て、これを精製せずに次のステップに用いた。
【００５０】
　（Ｒ）－４－メチルシクロヘキサ－３－エナミンヘミ－ジベンゾイル－Ｄ（＋）－酒石
酸塩（７）：（＋）－ジベンゾイル－Ｄ－酒石酸一水和物（１０１５．３ｇ）のメタノー
ル（３Ｌ）溶液を徐々に還流させた。この還流溶液に４－メチルシクロヘキサ－３－エナ
ミン（６）（３００ｇ）のメタノール（３００ｍＬ）溶液を６０～７５分間にわたってゆ
っくり加えた。反応混合物を２時間還流させ、その後、４～５時間かけて２５℃まで徐々
に冷却した。反応混合物をさらに１時間２５℃で撹拌した後、得られた残渣を濾過し、メ
タノールで洗浄して、真空下で３０分間乾燥した。Ｂｏｃ保護生成物（アリコートをＢｏ
ｃ誘導体に変換することによって調製した）のキラルＨＰＬＣは、７１．２２％の所望の
（Ｒ）－４－メチルシクロヘキサ－３－エナミンヘミ－ジベンゾイル－Ｄ（＋）－酒石酸
塩（７）、及び２８．７２％の対応するＳ－異性体を示した。
【００５１】
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　上で得られた粗生成物（約６４５ｇ）を（＋）－ジベンゾイル－Ｄ－酒石酸一水和物（
１２３．１ｇ）及びメタノール（３．８Ｌ）で処理し、得られた混合物を２時間還流させ
、その後、４～５時間かけて２５℃まで徐々に冷却した。反応混合物をさらに１時間２５
℃で撹拌した後、得られた残渣を濾過し、メタノールで洗浄して、真空下で３０分間乾燥
した。ＢＯＣ誘導体に変換した生成物のアリコートのキラルＨＰＬＣは、８２．１１％の
所望の（Ｒ）－４－メチルシクロヘキサ－３－エナミンヘミ－ジベンゾイル－Ｄ（＋）－
酒石酸塩（７）、及び１７．８２％の対応するＳ－異性体を示した。
【００５２】
　上で得られた粗生成物（約４８０ｇ）を（＋）－ジベンゾイル－Ｄ－酒石酸一水和物（
９３．３ｇ）及びメタノール（２．９Ｌ）で処理し、得られた混合物を２時間還流させ、
その後、４～５時間かけて２５℃まで徐々に冷却した。反応混合物をさらに１時間２５℃
で撹拌した後、得られた残渣を濾過し、メタノールで洗浄して、真空下で３０分間乾燥し
た。こうして得られた生成物をエアオーブン中で４５～５０℃にてさらに乾燥して、（Ｒ
）－４－メチルシクロヘキサ－３－エナミンヘミ－ジベンゾイル－Ｄ（＋）－酒石酸塩（
７）を得た（２２０．５ｇ、収率２８．５％、ＧＣによる純度９７．８１％、融点範囲：
２０５．２～２０６．３℃、ＯＲ：＋１１０．０°（２５℃の酢酸中Ｃ＝１％））；キラ
ルＨＰＬＣは８６．８８％の所望のＲ－異性体及び１３．１２％の対応するＳ－異性体を
示した。
【００５３】
　（Ｒ）－ｔｅｒｔ－ブチル（４－メチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル）カルバメ
ート（８）：１０～２０℃のＮａＯＨ（１２４ｇ）及び水（１２００ｍＬ）の溶液に、温
度を２５℃未満に維持しながら（Ｒ）－４－メチルシクロヘキサ－３－エナミンヘミ－ジ
ベンゾイル－Ｄ（＋）－酒石酸塩（７）（３００ｇ）をゆっくり加えた。反応混合物を１
５分間撹拌した後、得られた遊離塩基を、ＤＣＭ（２×３００ｍＬ、１×１５０ｍＬ）を
用いて水層から抽出した。有機層を合一し、得られた溶液（約８５０ｍＬ）を０～５℃に
てＢｏｃ無水物（２３６．８ｇ）で処理した。反応混合物を２５℃に加温し、ＨＰＬＣで
未反応の中間体（７）が＜１％と示されるまで、その温度で撹拌した（≧２時間）。ＨＰ
ＬＣによって反応の完了が示されたら、水（２３０ｍＬ）を加えて混合物を１０分間撹拌
した。有機層を分離し、２％クエン酸水溶液（２３０ｍＬ）、続いて水（２３０ｍＬ）で
洗浄した。３０～４０℃、真空下でＤＣＭを留去し、得られた淡黄色の物質を４０～４５
℃で３０分間真空乾燥して（Ｒ）－ｔｅｒｔ－ブチル（４－メチルシクロヘキサ－３－エ
ン－１－イル）カルバメート（８）（ＨＰＬＣに基づいて２１６ｇ、収率９８．９１％、
ＨＰＬＣによる純度９８．３６％）を得たが、これは１４．８５％の対応するＳ－異性体
を含有することがキラルＨＰＬＣによって示された。こうして得られた生成物をＴＨＦ（
４３７ｍＬ）中に投入し、１０分間撹拌して透明溶液を得て、次のステップに用いるため
に窒素雰囲気下で保存した。
【００５４】
　ｔｅｒｔ－ブチル（（１Ｒ，３Ｒ，４Ｒ）－３－ヒドロキシ－４－メチルシクロヘキシ
ル）カルバメート（９）：２５℃の水素化ホウ素ナトリウム（７６．９７ｇ）のＴＨＦ（
１２９０ｍＬ）懸濁液に、（－）－α－ピネン（５８２．０７ｇ）を窒素雰囲気下で１５
分間にわたってゆっくり加えた。反応混合物を０～５℃に冷却した後、三フッ化ホウ素エ
ーテラート（５７％、５３１．９５ｇ）を３０～６０分間にわたってゆっくりと加えた。
反応物を２５℃に加温し、８時間撹拌してから、上記で調製した（Ｒ）－ｔｅｒｔ－ブチ
ル（４－メチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル）カルバメート（８）のＴＨＦ溶液（
６２３ｇ、２１５ｇの（８）を含有する）で処理した。得られた反応混合物を、ＨＰＬＣ
で未反応の中間体（８）が＜１％と示されるまで２５℃で攪拌した（≧３時間）。０～５
℃に冷却した後、３０～６０分間にわたって水を加えることによって反応をゆっくりとク
エンチし、その後、ＮａＯＨ水溶液（２４４．１５ｇのＮａＯＨ及び７１６ｍＬの水）な
らびに４８％過酸化水素溶液（４３２．３６ｇ）を続けて加えた。反応混合物を２５℃ま
で徐々に加温し、３時間撹拌した後、チオ硫酸ナトリウム溶液（７５ｇのチオ硫酸ナトリ
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ン酸及び８６０ｍＬ水）を加え、混合物をさらに３０分間撹拌した後、酢酸エチルを加え
た（１２９０ｍＬ）。１０分間撹拌した後、有機層を分離し、水性画分を酢酸エチル（２
×４３０ｍＬ）で抽出した。有機層を合一し、４０～５０℃、真空下で溶媒を留去した。
得られた物質を１時間真空乾燥して、定量的収率のｔｅｒｔ－ブチル（（１Ｒ，３Ｒ，４
Ｒ）－３－ヒドロキシ－４－メチルシクロヘキシル）カルバメート（９）（８５８ｇ粗製
）を得て、これを精製せずに次のステップに用いた。
【００５５】
　（１Ｒ，２Ｒ，５Ｒ）－５－アミノ－２－メチルシクロヘキサノール塩酸塩（Ａ）：上
記のｔｅｒｔ－ブチル（（１Ｒ，３Ｒ，４Ｒ）－３－ヒドロキシ－４－メチルシクロヘキ
シル）カルバメート（９）（８５３ｇ、２３３ｇの（９）を含有する）及びＩＰＡ－ＨＣ
ｌ（１４％ｗ／ｗ溶液；６９９ｍＬ）の混合物を、ＨＰＬＣで未反応の中間体（９）が＜
１％と示されるまで、２５℃で撹拌した（≧２時間）。４０～６０℃、真空下で溶媒を留
去した。４０～４５℃で新たなＩＰＡ（２３３ｍＬ）を加え、４０～６０℃、真空下で溶
媒を再び留去した。４０～６０℃で３０分間脱気した後、得られた物質を新たなＩＰＡ（
６９９ｍＬ）で処理し、混合物を窒素下にて、３０～３５℃で３０分間、その後、０～５
℃でさらに３０分間攪拌した。固体生成物を０～５℃で濾過し、冷ＩＰＡで洗浄した。得
られた生成物を真空下、４０～６０℃で乾燥させて約７０ｇの粗生成物を得たが、これは
約９６．４９％の所望のＲＲＲ－異性体を含有することがキラルＧＣによって示された（
２．０６％（ＳＳＳ異性体）、０．１８％（ＳＲＲ異性体）、及び１．２６％（ＲＳＳ異
性体）の量で他の異性体が不純物として存在した）。ＩＰＡ（３Ｌ）を加え、得られたス
ラリーを３０分間還流させた。混合物を７０～７５℃まで徐々に冷却し、未溶解の不純物
を濾過してＩＰＡ（１４０ｍＬ）で洗浄した。４０～６０℃で溶媒を留去して白色の物質
を得て、これを２５℃まで徐々に冷却し、その後、水（３１．５ｍＬ）及びアセトニトリ
ル（３１．５ｍＬ）で処理した。得られた混合物を７５～８０℃で１０分間加熱して透明
溶液を得て、これを次に７５～８０℃にてアセトニトリル（５７４ｍＬ）で１時間にわた
ってゆっくりと処理した。７５～８０℃で１５分間撹拌した後、得られた物質を２～３時
間かけて０～５℃に冷却し、その温度で３０分間撹拌した。生成物を窒素下、０～５℃で
濾過し、固体ケーキを冷アセトニトリル（７０ｍＬ）で洗浄し、真空下で乾燥させて所望
のＲＲＲ異性体を得た。７５～８０℃でアセトニトリルを加えることによって水及びアセ
トニトリルの混合物から所望の生成物を沈殿させる上記のプロセスを、キラルＧＣであら
ゆる他の単一異性体（ＳＳＳ、ＳＲＲ及びＲＳＳ異性体）の存在が０．５％以下と示され
るまで繰り返した。こうして得られた生成物を真空下、４０～６０℃でさらに乾燥させて
（１Ｒ，２Ｒ，５Ｒ）－５－アミノ－２－メチルシクロヘキサノール塩酸塩（Ａ）を白色
の固体として得た（６３ｇ、収率３７．４％、ＨＰＬＣによる純度１００％、融点範囲：
２４４．０～２４５．５℃、ＳＯＲ：－３１．２°（２５℃のＭｅＯＨ中Ｃ＝１％））；
キラルＧＣは９９．８３％の所望のＲＲＲ－異性体及び０．１７％の対応するＳＳＳ－異
性体を示した。１Ｈ－ＮＭＲ （Ｄ２Ｏ） （４００ ＭＨｚ） ： δ ３．１８－３．０８
 （ｍ， ２Ｈ）， ２．１５－２．１２ （ｍ， １Ｈ）， １．８６－１．８３ （ｍ， １
Ｈ）， １．７２－１．６８ （ｍ， １Ｈ）， １．３２－１．１６ （ｍ， ３Ｈ）， １
．０２－０．９１ （ｍ， １Ｈ）， ０．８６－０．８５ （ｄ， ３Ｈ， Ｊ ＝ ６．４Ｈ
ｚ）
【００５６】
　いくつかの参考文献を引用したが、その開示全体を参照により本明細書に援用する。
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