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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Ｉ’の化合物、又は薬剤として許容されるその塩若しくは水和物。
【化１】

（式中、
　Ｒ１は－Ｃ（Ｏ）－Ｒ５であり、
　Ｒ２は－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ３）（Ｒ４）であり、
　或いは、Ｒ１とＲ２は、これらが結合している炭素原子と一緒に結合して、
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【化２】

からなる群から選択される基を形成し、
　Ｒ３及びＲ７は、水素であり；
　Ｒ６及びＲ１２は、Ｃ１－３アルキルであり；
　Ｒ４は、
　（１）Ｃ１－１０アルキル、
　（２）Ｃ２－６アルケニル、
　（３）フェニル、
　（４）アリールがフェニルであるＣ１－６アルキル－アリール、
からなる群から選択され（ここで、選択（１）は、－ＣＯＣＨ３で場合によっては一置換
されていてもよい。）、
　Ｒ５は、
　（１）ヒドロキシで置換されたＣ１－６アルキル、及び
　（２）－Ｃ１－６アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－４アルキル
からなる群から各々独立に選択され、
　Ｒ８は、ハロであり；
　Ｒ９は、ヒドロキシであり；
　Ｒ１０は、ヒドロキシで置換されたＣ１－６アルキル
からなる群から選択され；
　Ｒ１１は、ヒドロキシである。）
【請求項２】
　Ｒ６がメチルである、請求項１に記載の化合物又は薬剤として許容されるその塩若しく
は水和物。
【請求項３】
【化３】

である、請求項１に記載の化合物又は薬剤として許容されるその塩若しくは水和物。
【請求項４】
　式Ｉｂの化合物又は薬剤として許容されるその塩若しくは水和物。
【化４】

（式中、
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　Ｒ１は－Ｃ（Ｏ）－Ｒ５であり、
　Ｒ２は－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）（Ｒ４）であり、
　Ｒ４は、
　（１）Ｃ１－１０アルキル、
　（２）Ｃ２－６アルケニル、
　（３）フェニル、
　（４）アリールがフェニルであるＣ１－６アルキル－アリール
からなる群から選択され（ここで、選択（１）は、－ＣＯＣＨ３で場合によっては一置換
されていてもよい。）、
　Ｒ５は、ヒドロキシで置換されたＣ１－６アルキル、又はＣ１－６アルキル－Ｏ－Ｃ（
Ｏ）－Ｃ１－４アルキルである。）
【請求項５】
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルエチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルエチルカルバ
メート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｒ）－１－フェニルエチルカ
ルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルプロピルカル
バメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルプロピルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルイソプロピルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルアリルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルブチルカルバ
メート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルブチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルｓｅｃ－ブチ
ルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルｓｅｃ－ブチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルｔｅｒｔ－ブ
チルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルｔｅｒｔ－ブチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルペンチルカル
バメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルペンチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
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２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルシクロペンチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソ－プレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１，１，２，２－テトラメチル
－プロピルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｒ）－１
－フェニルエチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｓ）－１
－フェニルエチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｓ）－１－フェニルエチルカ
ルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｓ）－１－（メトキシカルボ
ニル）－エチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルフェニルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルシクロヘキシルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１－アダマンチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル２－（１－アダマンチル）－１，
１－ジメチルエチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルジシクロプロピルメチルカルバメ
ート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルスピロ［２．４］ヘプタ－１－イ
ルメチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１，１－ジメチルブチルカルバメ
ート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１－メチルブチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１，３－ジメチルブチルカルバメ
ート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルイソペンチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル３，３－ジメチルブチルカルバメ
ート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルｔｅｒｔ－ペンチルカルバメート
、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルネオペンチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
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２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１，２－ジメチルプロピルカルバ
メート、又は
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルプロピルカルバメートである化合
物又は薬剤として許容されるそれらの塩若しくは水和物。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　細胞内受容体（ＩＲ）は、遺伝子発現の調節に関与する、構造的に関係のあるタンパク
質の一クラスである。ステロイドホルモン受容体は、その天然リガンドが一般にエストラ
ジオール、プロゲステロン及びコルチゾールなどの内因性ステロイドを含むこのスーパー
ファミリーのサブセットである。これらの受容体に対する人工リガンドは、ヒトの健康に
重要な役割を果たし、これらの受容体のうち、グルココルチコイド受容体は、ヒトの生理
及び免疫応答の調節に本質的な役割を果たす。グルココルチコイド受容体と相互作用する
ステロイドは、強力な抗炎症剤であることが判明している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　本発明は、強力な抗炎症性及び免疫抑制活性を有し、副作用、効力、毒性及び／又は代
謝の点で、ステロイド性グルココルチコイドリガンドを上回る利点を有する選択的グルコ
コルチコイド受容体調節物質である化合物の新規クラスを対象とする。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、様々な自己免疫及び炎症性疾患若しくは病気を治療する選択的グルココルチ
コイド受容体リガンドとして有用である式Ｉ
【０００４】

【化５】

の化合物、又は薬剤として許容されるその塩若しくは水和物を包含する。薬剤組成物及び
使用方法も含まれる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　一側面において、本発明は、式Ｉの化合物、又は薬剤として許容されるそれらの塩若し
くは水和物を包含する。
【０００６】
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【化６】

（式中、
　Ｒ１は－Ｃ（Ｏ）－Ｒ５であり、
　Ｒ２は－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ３）（Ｒ４）であり、
　或いは、Ｒ１とＲ２は、これらが結合している炭素原子と一緒に結合して、
【０００７】

【化７】

からなる群から選択される基を形成し、
　Ｒ１３は水素又は－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ３であり、
　Ｒ３、Ｒ６、Ｒ７及びＲ１２は、
　（１）水素、及び
　（２）Ｃ１－３アルキル
からなる群から独立に選択され、
　Ｒ４は、
　（１）Ｃ１－１０アルキル、
　（２）Ｃ２－６アルケニル、
　（３）フェニル及びナフチルからなる群から選択されるアリール、
　（４）ピリジル、フラニル、チエニル及びイミダゾイル（ｉｍｉｄａｚｏｙｌ）からな
る群から選択されるヘテロアリール、
　（５）アリールがフェニル及びナフチルからなる群から選択されるＣ１－６アルキル－
アリール、
　（６）ヘテロアリールがピリジル、フラニル、チエニル及びイミダゾイルからなる群か
ら選択される－Ｃ１－６アルキル－ヘテロアリール
からなる群から選択され（ここで、選択（１）及び（２）並びに選択（５）及び（６）の
アルキル部分は、－ＯＨ，－ＯＣＨ３、－ＯＣＦ３、－ＣＯＣＨ３、－ＣＯ２ＣＨ３、－
ＣＯＮＨ２、－ＣＮ、－ＳＯ２ＣＨ３、－ＳＯ２ＣＨ３、－ＳＯ２ＮＨ２、Ｆ、Ｃｌ、Ｂ
ｒ及び－ＣＦ３からなる群から独立に選択される置換基で場合によっては一置換二置換又
は三置換されていてもよく、選択（３）及び（４）並びに選択（５）及び（６）のアリー
ル及びヘテロアリール部分は、－ＯＨ、－ＯＣＨ３、－ＯＣＦ３、－ＣＯＣＨ３、－ＣＯ

２ＣＨ３、－ＣＯＮＨ２、－ＣＮ、－ＳＯ２ＣＨ３、－ＳＯ２ＣＨ３、－ＳＯ２ＮＨ２、
Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及び－ＣＦ３からなる群から独立に選択される置換基で場合によっては一
置換又は二置換されていてもよい。）、
　或いは、Ｒ３とＲ４は、これらが結合している窒素原子と一緒に結合して、－Ｃ１－６

アルキル又は－Ｃ１－６アルケニルで場合によっては置換されていてもよい５、６、７又
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は８個の炭素原子の環を形成し、
　Ｒ５は、
　（１）水素、
　（２）Ｃ１－６アルキル、
　（３）ヒドロキシで置換されたＣ１－６アルキル、
　（４）ハロで一置換又は二置換されたＣ１－６アルキル、
　（５）－Ｃ１－６アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－４アルキル、
　（６）ハロ、ヒドロキシ又はメチルで場合によっては一置換又は二置換されていてもよ
い－Ｃ１－６アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－４アルキル、
　（７）ハロ、ヒドロキシ又はメチルで場合によっては一置換又は二置換されていてもよ
い－Ｃ１－６アルキル－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｃ１－４アルキル、及び
　（８）Ｃ２－６アルケニル
からなる群から各々独立に選択され（式中、ｎは０、１又は２である。）、
　Ｒ８及びＲ９は、
　（１）水素、
　（２）ハロ、
　（３）ヒドロキシ、
　（４）Ｃ１－６アルキル、
　（５）Ｃ２－６アルケニル、及び
　（６）フェニル
からなる群から各々独立に選択され（ここで、選択（４）、（５）及び（６）は、－ＯＨ
、－ＯＣＨ３、－ＯＣＦ３、－ＣＯＣＨ３、－ＣＯ２ＣＨ３、－ＣＯＮＨ２、－ＣＮ、－
ＳＯ２ＣＨ３、－ＳＯ２ＣＨ３、－ＳＯ２ＮＨ２、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及び－ＣＦ３から独立
に選択される置換基で場合によっては一置換又は二置換されていてもよい。）、
　Ｒ１０は、
　（１）Ｃ１－６アルキル、
　（２）ヒドロキシ又は－ＯＲ１３で置換されたＣ１－６アルキル、
　（３）ハロで一置換又は二置換されたＣ１－６アルキル、
　（４）－Ｃ１－６アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－４アルキル、
　（５）ハロ、ヒドロキシ又はメチルで場合によっては一置換又は二置換されていてもよ
い－Ｃ１－６アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－４アルキル、
　（６）ハロ、ヒドロキシ又はメチルで場合によっては一置換又は二置換されていてもよ
い－Ｃ１－６アルキル－Ｓ（Ｏ）ｎ－Ｃ１－４アルキル
からなる群から選択され（式中、ｎは０、１又は２である。）、
　Ｒ１１は、
　（１）水素、
　（２）ヒドロキシ、
　（３）Ｃ１－６アルキル、
　（４）ヒドロキシで置換されたＣ１－６アルキル、
　（５）ハロで一置換又は二置換されたＣ１－６アルキル、
　（６）－Ｃ１－６アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－４アルキル、
　（７）ハロ、ヒドロキシ又はメチルで場合によっては一置換又は二置換されていてもよ
い－Ｃ１－６アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－４アルキル、
　（８）ハロ、ヒドロキシ又はメチルで場合によっては一置換又は二置換されていてもよ
い－Ｃ１－６アルキル－Ｓ（Ｏ）ｋ－Ｃ１－４アルキル
からなる群から選択される（式中、ｋは０、１又は２である。）。）
　この側面の範囲内で、Ｒ６が水素又はメチルである属がある。
【０００８】
　この側面の範囲内で、Ｒ３が水素である別の属がある。
【０００９】
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　この側面の範囲内で、Ｒ７が水素である別の属がある。
【００１０】
　この側面の範囲内で、Ｒ８がハロである別の属がある。
【００１１】
　この側面の範囲内で、Ｒ９がヒドロキシである別の属がある。
【００１２】
　この側面の範囲内で、Ｒ３が水素であり、Ｒ６がメチルであり、Ｒ７が水素である別の
属がある。
【００１３】
　この属の範囲内で、式Ｉａの化合物の亜属がある。
【００１４】
【化８】

【００１５】
　本発明の別の側面は、式Ｉｂの化合物、及び薬剤として許容されるそれらの塩である。
【００１６】
【化９】

（式中、Ｒ１は－Ｃ（Ｏ）－Ｒ５であり、
　Ｒ２は－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）（Ｒ４）であり、
　Ｒ４は、
　（１）Ｃ１－１０アルキル、
　（２）Ｃ２－６アルケニル、
　（３）フェニル及びナフチルからなる群から選択されるアリール、
　（４）ピリジル、フラニル、チエニル及びイミダゾイルからなる群から選択されるヘテ
ロアリール、
　（５）アリールがフェニル及びナフチルからなる群から選択されるＣ１－６アルキル－
アリール、
　（６）ピリジル、フラニル、チエニル及びイミダゾイルからなる群から選択される－Ｃ

１－６アルキル－ヘテロアリール
からなる群から選択され（ここで、選択（１）及び（２）並びに選択（５）及び（６）の
アルキル部分は、－ＯＨ、－ＯＣＨ３、－ＯＣＦ３、－ＣＯＣＨ３、－ＣＯ２ＣＨ３、－
ＣＯＮＨ２、－ＣＮ、－ＳＯ２ＣＨ３、－ＳＯ２ＣＨ３、－ＳＯ２ＮＨ２、Ｆ、Ｃｌ、Ｂ
ｒ及び－ＣＦ３からなる群から独立に選択される置換基で場合によっては一置換、二置換
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又は三置換されていてもよく、選択（３）及び（４）並びに選択（５）及び（６）のアリ
ール及びヘテロアリール部分は、－ＯＨ、－ＯＣＨ３、－ＯＣＦ３、－ＣＯＣＨ３、－Ｃ
Ｏ２ＣＨ３、－ＣＯＮＨ２、－ＣＮ、－ＳＯ２ＣＨ３、－ＳＯ２ＣＨ３、－ＳＯ２ＮＨ２

、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及び－ＣＦ３からなる群から独立に選択される置換基で場合によっては
一置換又は二置換されていてもよい。）、
　Ｒ５は、ヒドロキシで置換されたＣ１－６アルキル、又はＣ１－６アルキル－Ｏ－Ｃ（
Ｏ）－Ｃ１－４アルキルである。）
　点線は必要に応じて導入される二重結合であり、二重結合があってもなくてもよいこと
を意味する。式Ｉの化合物のサブセットを以下に示す。
【００１７】
【化１０】

　当業者であれば、Ｃ９とＣ１１の間に二重結合がないときにのみ、Ｒ８がＣ９上に存在
でき、Ｒ９がＣ１１上に存在できることが自明であろう。
【００１８】
　本発明の実例は以下の化合物である。
【００１９】
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルエチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルエチルカルバ
メート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｒ）－１－フェニルエチルカ
ルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルプロピルカル
バメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルプロピルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルイソプロピルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルアリルカルバメート、
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　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルブチルカルバ
メート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルブチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルｓｅｃ－ブチ
ルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルｓｅｃ－ブチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルｔｅｒｔ－ブ
チルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルｔｅｒｔ－ブチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルペンチルカル
バメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルペンチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルシクロペンチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソ－プレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１，１，２，２－テトラメチル
－プロピルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｒ）－１
－フェニルエチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｓ）－１
－フェニルエチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｓ）－１－フェニルエチルカ
ルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｓ）－１－（メトキシカルボ
ニル）－エチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルフェニルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルシクロヘキシルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１－アダマンチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル２－（１－アダマンチル）－１，
１－ジメチルエチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルジシクロプロピルメチルカルバメ
ート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
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２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルスピロ［２．４］ヘプタ－１－イ
ルメチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１，１－ジメチルブチルカルバメ
ート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１－メチルブチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１，３－ジメチルブチルカルバメ
ート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルイソペンチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル３，３－ジメチルブチルカルバメ
ート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルｔｅｒｔ－ペンチルカルバメート
、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルネオペンチルカルバメート、
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル１，２－ジメチルプロピルカルバ
メート、及び
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルプロピルカルバメート。
【００２０】
　本発明の別の実施態様は、薬剤として許容される担体と組み合わせた式Ｉの化合物を含
む薬剤組成物を包含する。
【００２１】
　本発明の別の実施態様は、グルココルチコイド受容体によって媒介される疾患又は病気
を治療するのに有効な量で式Ｉの化合物を哺乳動物患者に投与することを含む、そのよう
な治療を必要とする前記患者におけるグルココルチコイド受容体によって媒介される前記
疾患又は病気を治療する方法を包含する。
【００２２】
　グルココルチコイド受容体によって媒介される前記疾患又は病気は、組織拒絶反応、白
血病、リンパ腫、クッシング症候群、急性副腎不全、先天性副腎皮質過形成症、リウマチ
熱、結節性多発性動脈炎、肉芽腫性多発性動脈炎、骨髄細胞系の阻害、免疫増殖／アポト
ーシス、ＨＰＡ軸の抑制及び調節、高コルチゾール血症（ｈｙｐｅｒｃｏｒｔｉｓｏｌｅ
ｍｉａ）、卒中及び脊髄損傷、高カルシウム血症、高血糖症、急性副腎不全、慢性原発性
副腎不全、続発性副腎不全、先天性副腎皮質過形成症、脳浮腫、血小板減少症、リトル症
候群（Ｌｉｔｔｌｅ’ｓ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ）、肥満症、代謝症候群、炎症性腸疾患、全
身性エリテマトーデス、結節性多発性動脈炎（ｐｏｌｙａｒｔｉｔｉｓ　ｎｏｄｏｓａ）
、ウェゲナー肉芽腫症、巨細胞性動脈炎、リウマチ様関節炎、若年性関節リウマチ、ブド
ウ膜炎、枯草熱、アレルギー性鼻炎、じんま疹、血管神経性浮腫、慢性閉塞性肺疾患、喘
息、腱炎、滑液包炎、クローン病、潰瘍性大腸炎、自己免疫性慢性活動性肝炎、臓器移植
、肝炎、硬変、炎症性頭皮脱毛症、皮下脂肪組織炎、乾せん、円板状エリテマトーデス、
炎症性嚢胞、アトピー性皮膚炎、壊そ性膿皮症、尋常性天ぽうそう、水ほう性類天疱瘡（
ｂｕｆｌｏｕｓ　ｐｅｒｎｐｈｉｇｏｉｄ）、全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎、妊娠
性ヘルペス、好酸球性筋膜炎、再発性多発性軟骨炎、炎症性血管炎、サルコイドーシス、
スイート病、Ｉ型反応性ライ病（ｔｙｐｅ　Ｉ　ｒｅａｃｔｉｖｅ　ｌｅｐｒｏｓｙ）、
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毛細血管腫、接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、扁平苔せん、剥脱性皮膚炎、結節性紅斑
、挫創、多毛症、中毒性表皮壊死症、多形性紅斑、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、ヒト免疫不全症
ウイルス（ＨＩＶ）、細胞アポトーシス、癌、カポジ肉腫、網膜色素変性症、認知能力、
記憶及び学習向上、うつ病、耽溺、気分障害、慢性疲労症候群、統合失調症、睡眠障害及
び不安からなる群から選択される上記方法は、この実施態様に包含される。
【００２３】
　本発明の別の実施態様は、式Ｉの化合物を、グルココルチコイド受容体を調整するのに
有効な量で哺乳動物に投与することを含む、前記哺乳動物における前記グルココルチコイ
ド受容体の活性化、抑制、アゴニズム及びアンタゴニズム効果を選択的に調整する方法を
包含する。
【００２４】
　本発明を例示するのは、以下に開示する実施例の化合物である。
【００２５】
　本発明は、別段の記載がない限り以下の定義を用いて記述される。
【００２６】
　「ハロゲン」又は「ハロ」という用語は、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩを含む。
【００２７】
　「アルキル」という用語は、表記された数の炭素原子を有する線状又は分枝構造及びそ
れらの組み合せを意味する。したがって、例えば、Ｃ１－６アルキルは、メチル、エチル
、プロピル、２－プロピル、ｓ－及びｔ－ブチル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、１，１
－ジメチルエチル、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル並びにシクロヘキシ
ルを含む。
【００２８】
　「アルコキシ」という用語は、表記された数の炭素原子を有する直鎖、分枝又は環式配
置のアルコキシ基を意味する。例えば、Ｃ１－６アルコキシは、メトキシ、エトキシ、プ
ロポキシ、イソプロポキシなどを含む。
【００２９】
　「アルキルチオ」という用語は、表記された数の炭素原子を有する直鎖、分枝又は環式
配置のアルキルチオ基を意味する。例えば、Ｃ１－６アルキルチオは、メチルチオ、プロ
ピルチオ、イソプロピルチオなどを含む。
【００３０】
　「アルケニル」という用語は、少なくとも１個の炭素－炭素二重結合を有し、水素がさ
らに別の炭素－炭素二重結合で置換されていてもよい、表記された数の炭素原子の線状又
は分枝構造及びそれらの組み合せを意味する。例えば、Ｃ２－６アルケニルは、エテニル
、プロペニル、１－メチルエテニル、ブテニルなどを含む。
【００３１】
　「アルキニル」という用語は、少なくとも１個の炭素－炭素三重結合を有する、表記さ
れた数の炭素原子の線状又は分枝構造及びそれらの組み合せを意味する。例えば、Ｃ３－

６アルキニルは、プロペニル、１－メチルエテニル、ブテニルなどを含む。
【００３２】
　「シクロアルキル」という用語は、線状又は分枝構造と場合によっては組み合わせられ
ていてもよい、表記された数の炭素原子の単環、二環又は三環式構造を意味する。シクロ
アルキル基の例は、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘプチル、アダマンチル、
シクロドデシルメチル、２－エチル－１－ビシクロ［４．４．０］デシルなどである。
【００３３】
　「アリール」という用語は、単環又は二環式芳香環系と定義され、例えば、フェニル、
ナフチルなどを含む。
【００３４】
　「アラルキル」という用語は、アルキル水素原子の１個が置換された上記アリール基を
有する１から６個の炭素原子の上記アルキル基、例えば、ベンジルなどを意味する。
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【００３５】
　「アリールオキシ」という用語は、酸素原子によってある分子に結合した上記アリール
基（アリール－Ｏ）を意味し、例えば、フェノキシ、ナフトキシなどを含む。
【００３６】
　「アラルコキシ（ａｒａｌｋｏｘｙ）」という用語は、酸素原子によってある分子に結
合した上記アラルキル基（アラルキル－Ｏ）を意味し、例えば、ベンジルオキシなどを含
む。
【００３７】
　「アリールチオ」という用語は、硫黄原子によってある分子に結合した上記アリール基
（アリール－Ｓ）として定義され、例えば、チオフェニオキシ（ｔｈｉｏｐｈｅｎｙｏｘ
ｙ）、チオナフトキシ（ｔｈｉｏｎａｐｈｔｈｏｘｙ）などを含む。
【００３８】
　「アロイル」という用語は、カルボニル基によってある分子に結合した上記アリール基
（アリール－Ｃ（Ｏ）－）を意味し、例えば、ベンゾイル、ナフトイルなどを含む。
【００３９】
　「アロイルオキシ」という用語は、酸素原子によってある分子に結合した上記アロイル
基（アロイル－Ｏ）を意味し、例えば、ベンゾイルオキシ又はベンゾキシ、ナフトイルオ
キシなどを含む。
【００４０】
　「ＨＥＴ」という用語は、Ｏ、Ｓ及びＮから選択される１から４個のヘテロ原子を含有
し、１から２個のオキソ基で場合によっては置換されている５から１０員環芳香族、部分
芳香族又は非芳香族単環又は二環式環として定義される。「ＨＥＴ」は、Ｏ、Ｓ及びＮか
ら選択される１から３個のヘテロ原子を含有する５若しくは６員環芳香族若しくは非芳香
族単環式環、例えば、ピリジン、ピリミジン、ピリダジン、フラン、チオフェン、チアゾ
ール、オキサゾール、イソオキサゾールなどであり、又は、ＨＥＴは、Ｏ、Ｓ及びＮから
選択される１から３個のヘテロ原子を含有する９若しくは１０員環芳香族若しくは部分芳
香族二環式環、例えば、ベンゾフラン、ベンゾチオフェン、インドール、ピラノピロール
（ｐｙｒａｎｏｐｙｒｒｏｌｅ）、ベンゾピラン、キノリン、ベンゾシクロヘキシル、ナ
フチリジンなどであることが好ましい。「ＨＥＴ」は、以下のもの、すなわち、ベンズイ
ミダゾリル、ベンゾフラニル、ベンゾピラゾリル、ベンゾトリアゾリル、ベンゾチオフェ
ニル、ベンズオキサゾリル、カルバゾリル、カルボリニル（ｃａｒｂｏｌｉｎｙｌ）、シ
ンノリニル、フラニル、イミダゾリル、インドリニル、インドリル、インドラジニル（ｉ
ｎｄｏｌａｚｉｎｙｌ）、インダゾリル、イソベンゾフラニル、イソインドリル、イソキ
ノリル、イソチアゾリル、イソキサゾリル、ナフチリジニル（ｎａｐｈｔｈｙｒｉｄｉｎ
ｙｌ）、オキサジアゾリル、オキサゾリル、ピラジニル、ピラゾリル、ピリドピリジニル
、ピリダジニル、ピリジル、ピリミジル、ピロリル、キナゾリニル、キノリル、キノキサ
リニル、チアジアゾリル、チアゾリル、チエニル、トリアゾリル、アゼチジニル、１，４
－ジオキサニル、ヘキサヒドロアゼピニル（ａｚｅｐｉｎｙｌ）、ピペラジニル、ピペリ
ジニル、ピロリジニル、モルホリニル、チオモルホリニル、ジヒドロベンズイミダゾリル
、ジヒドロベンゾフラニル、ジヒドロベンゾチオフェニル、ジヒドロベンズオキサゾリル
、ジヒドロフラニル、ジヒドロイミダゾリル、ジヒドロインドリル、ジヒドロイソオキサ
ゾリル、ジヒドロイソチアゾリル、ジヒドロオキサジアゾリル、ジヒドロオキサゾリル、
ジヒドロピラジニル、ジヒドロピラゾリル、ジヒドロピリジニル、ジヒドロピリミジニル
、ジヒドロピロリル、ジヒドロキノリニル、ジヒドロテトラゾリル、ジヒドロチアジアゾ
リル、ジヒドロチアゾリル、ジヒドロチエニル、ジヒドロトリアゾリル、ジヒドロアゼチ
ジニル、メチレンジオキシベンゾイル、テトラヒドロフラニル及びテトラヒドロチエニル
も含む。
【００４１】
　上記定義のすべてについて、本明細書で参照するときには、ある基に対する各表記は、
同じ基に対する他のすべての表記とは無関係である。例えば、Ｒ１とＲ２の両方がＨＥＴ
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の場合、ＨＥＴの定義は互いに無関係であり、Ｒ１とＲ２は異なるＨＥＴ基、例えばフラ
ンとチオフェンとすることができる。
【００４２】
　「治療する」という用語は、患者を治療してその患者から疾患又は病気の徴候及び症状
を取り除くだけでなく、無症候性患者を予防的に治療して、疾患又は病気の発生を防止し
、或いは疾患又は病気の進行を防止し、遅らせ、又は逆転させることを包含する。「治療
に有効な量」という用語は、研究者、獣医師、医師又は他の臨床家によって求められる、
組織、系、動物又はヒトの生物学的又は医学的応答を誘発する薬物又は薬剤の量を意味す
るものとする。この用語は、研究者、獣医師、医師又は他の臨床家が組織、系、動物又は
ヒトにおいて防止しようと努力している生物学的又は医学的現象の発生リスクをなくし、
又は減少させ得る医薬薬物の量も包含する。
【００４３】
　以下の略号は、次の意味を有する。
【００４４】
　ＡＩＢＮ　　　＝　２，２’－アゾビスイソブチロニトリル
　Ｂ．Ｐ．　　　＝　過酸化ベンゾイル
　Ｂｎ　　　　　＝　ベンジル
　ＣＣｌ４　　　＝　四塩化炭素
　Ｄ　　　　　　＝－Ｏ（ＣＨ２）３Ｏ－
　ＤＡＳＴ　　　＝　ジエチルアミン硫黄トリフルオライド（ｄｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
　ｓｕｌｆｕｒ　ｔｒｉｆｌｕｏｒｉｄｅ）
　ＤＣＣ　　　　＝　ジシクロヘキシルカルボジイミド
　ＤＣＩ　　　　＝　１－（３－ジメチルアミノプロピル）－３－エチルカルボジイミド
　ＤＥＡＤ　　　＝　ジエチルアゾジカルボキシラート
　ＤＩＢＡＬ　　＝　水素化ジイソブチルアルミニウム
　ＤＭＥ　　　　＝　エチレングリコールジメチルエーテル
　ＤＭＡＰ　　　＝　４－（ジメチルアミノ）ピリジン
　ＤＭＦ　　　　＝　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
　ＤＭＳＯ　　　＝　ジメチルスルホキシド
　Ｅｔ３Ｎ　　　＝　トリエチルアミン
　ＬＤＡ　　　　＝　リチウムジイソプロピルアミド
　ｍ－ＣＰＢＡ　＝　メタクロロ過安息香酸
　ＮＢＳ　　　　＝　Ｎ－ブロモスクシンイミド
　ＮＳＡＩＤ　　＝　非ステロイド性抗炎症薬
　ＰＣＣ　　　　＝　クロロクロム酸ピリジニウム
　ＰＤＣ　　　　＝　二クロム酸ピリジニウム
　Ｐｈ　　　　　＝　フェニル
　１，２－Ｐｈ　＝　１，２－ベンゼンジイル
　Ｐｙｒ　　　　＝　ピリジンジイル
　Ｑｎ　　　　　＝　７－クロロキノリン－２－イル
　Ｒｓ　　　　　＝　－ＣＨ２ＳＣＨ２ＣＨ２Ｐｈ
　ｒ．ｔ．　　　＝　室温
　ｒａｃ．　　　＝　ラセミ
　ＴＨＦ　　　　＝　テトラヒドロフラン
　ＴＨＰ　　　　＝　テトラヒドロピラン－２－イル
アルキル基の略号
　Ｍｅ　　　　　＝　メチル
　Ｅｔ　　　　　＝　エチル
　ｎ－Ｐｒ　　　＝　ノルマルプロピル
　ｉ－Ｐｒ　　　＝　イソプロピル
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　ｎ－Ｂｕ　　　＝　ノルマルブチル
　ｉ－Ｂｕ　　　＝　イソブチル
　ｓ－Ｂｕ　　　＝　第二級ブチル
　ｔ－Ｂｕ　　　＝　第三級ブチル
　ｃ－Ｐｒ　　　＝　シクロプロピル
　ｃ－Ｂｕ　　　＝　シクロブチル
　ｃ－Ｐｅｎ　　＝　シクロペンチル
　ｃ－Ｈｅｘ　　＝　シクロヘキシル
　本明細書に記載する化合物の一部は、１個以上の不斉中心を含有し、したがってジアス
テレオマー及び光学異性体を生じ得る。本発明は、そのような考えられるジアステレオマ
ー、並びにそれらのラセミ及び分離された鏡像異性的に純粋な形、並びに薬剤として許容
されるそれらの塩を含むものとする。
【００４５】
　本明細書に記載する化合物の一部は、オレフィン二重結合を含有し、別段の指定がない
かぎり、Ｅ幾何異性体とＺ幾何異性体の両方を含むものとする。
【００４６】
　本発明の薬剤組成物は、活性成分として式Ｉの化合物、又は薬剤として許容されるその
塩を含み、薬剤として許容される担体も含有することができ、場合によっては他の治療成
分を含んでいてもよい。「薬剤として許容される塩」という用語は、無機塩基及び有機塩
基を含めて、薬剤として許容される無毒の塩基から調製された塩を指す。無機塩基から誘
導される塩としては、アルミニウム、アンモニウム、カルシウム、銅、第二鉄、第一鉄、
リチウム、マグネシウム、第二マンガン塩、第一マンガン、カリウム、ナトリウム、亜鉛
などがある。特に好ましいのは、アンモニウム、カルシウム、マグネシウム、カリウム及
びナトリウム塩である。薬剤として許容される無毒の有機塩基から誘導される塩としては
、アルギニン、ベタイン、カフェイン、コリン、Ｎ，Ｎ’－ジベンジルエチレンジアミン
、ジエチルアミン、２－ジエチルアミノエタノール、２－ジメチルアミノエタノール、エ
タノールアミン、エチレンジアミン、Ｎ－エチル－モルホリン、Ｎ－エチルピペリジン、
グルカミン、グルコサミン、ヒスチジン、ヒドラバミン、イソプロピルアミン、リジン、
メチルグルカミン、モルホリン、ピペラジン、ピペリジン、ポリアミン樹脂、プロカイン
、プリン、テオブロミン、トリエチルアミン、トリメチルアミン、トリプロピルアミン、
トロメタミンなどの第一級、第二級及び第三級アミン、天然に存在する置換アミンを含め
た置換アミン、環式アミン及び塩基性イオン交換樹脂の塩などが挙げられる。
【００４７】
　本発明の化合物が塩基性のときには、塩は、無機酸及び有機酸を含めて薬剤として許容
される無毒の酸から調製することができる。そのような酸としては、酢酸、ベンゼンスル
ホン酸、安息香酸、カンファースルホン酸、クエン酸、エタンスルホン酸、フマル酸、グ
ルコン酸、グルタミン酸、臭化水素酸、塩化水素酸、イセチオン酸、乳酸、マレイン酸、
リンゴ酸、マンデル酸、メタンスルホン酸、粘液酸、硝酸、パモン酸、パントテン酸、リ
ン酸、コハク酸、硫酸、酒石酸、ｐ－トルエンスルホン酸などがある。特に好ましい酸は
、クエン酸、臭化水素酸、塩化水素酸、マレイン酸、リン酸、硫酸及び酒石酸である。
【００４８】
　以下の治療方法の考察において、式Ｉの化合物という表記は、薬剤として許容される塩
も含むものであることを理解されたい。
【００４９】
　式Ｉの化合物の予防的用量又は治療用量の規模は、治療すべき病気の性質と重篤度、式
Ｉの具体的な化合物及びその投与経路に応じて変わることは言うまでもない。これは、年
齢、体重、全般的健康状態、性別、食事、投与時間、代謝排泄速度、薬物の組み合せ、及
び個々の患者の反応を含めた様々な要因に応じても変わるであろう。一般に、約０．００
１ｍｇから約１００ｍｇ／ｋｇ哺乳動物体重、好ましくは０．０１ｍｇから約１０ｍｇ／
ｋｇの一日量。一方、これらの限度外の投与量を使用することが必要な場合もある。
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【００５０】
　単一剤形を製造するために担体材料と組み合わせることができる活性成分の量は、治療
する相手、及び具体的な投与方法に応じて変わるであろう。例えば、ヒトへの経口投与を
目的とした製剤は、全組成物の約５から約９５パーセントとすることができる適切で好都
合な量の担体材料と配合された約０．５ｍｇから約５ｇの活性薬剤を含有することができ
る。単位剤形は、一般に、活性成分約１ｍｇから約２ｇ、典型的には２５ｍｇ、５０ｍｇ
、１００ｍｇ、２００ｍｇ、３００ｍｇ、４００ｍｇ、５００ｍｇ、６００ｍｇ、８００
ｍｇ又は１０００ｍｇを含有するであろう。
【００５１】
　グルココルチコイド受容体によって媒介される疾患を治療するためには、式Ｉの化合物
は、従来の無毒の薬剤として許容される担体、アジュバント及びビヒクルを含有する単位
用量製剤として、経口、局所、非経口、吸入噴霧又は直腸投与することができる。本明細
書において使用する非経口という用語は、皮下、静脈内、筋肉内、胸骨内注射又は注入法
を含む。マウス、ラット、ウマ、ウシ、ヒツジ、イヌ、ネコなどの温血動物の治療に加え
て、本発明の化合物は、ヒトの治療に有効である。
【００５２】
　活性成分を含有する薬剤組成物は、経口用途に適した剤形、例えば、錠剤、トローチ剤
、舐剤、溶液剤、水性又は油性懸濁液剤、分散性散剤又は顆粒剤、乳剤、硬又は軟カプセ
ル剤、シロップ剤又はエリキシル剤とすることができる。経口用組成物は、薬剤組成物の
製造の分野で公知の任意の方法によって調製することができ、このような組成物は、薬剤
的に優れた、口当たりの良い製剤を提供するために、甘味剤、矯味矯臭剤、着色剤及び防
腐剤からなる群から選択される１種類以上の薬剤を含有することができる。錠剤は、錠剤
の製造に適切である、薬剤として許容される無毒の賦形剤と混合された活性成分を含有す
る。これらの賦形剤は、例えば、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム、ラクトース、リン酸
カルシウム又はリン酸ナトリウムなどの不活性希釈剤；顆粒化剤及び崩壊剤、例えば、コ
ーンスターチ又はアルギン酸；結合剤、例えば、デンプン、ゼラチン又はアラビアゴム、
及び潤滑剤、例えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸又はタルクとすることが
できる。錠剤は被覆されていなくてもよく、消化管内での崩壊及び吸収を遅らせ、それに
よって長時間の持続作用をもたらす公知の技術によって被覆することもできる。例えば、
モノステアリン酸グリセリン、ジステアリン酸グリセリンなどの遅延材料を使用すること
ができる。これらは、米国特許第４，２５６，１０８号、同第４，１６６，４５２号及び
同第４，２６５，８７４号に記載の技術によって被覆して、放出を制御する浸透圧治療錠
剤（ｏｓｍｏｔｉｃ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ｔａｂｌｅｔ）を形成することもできる
。
【００５３】
　経口製剤は、活性成分が不活性固体希釈剤、例えば、炭酸カルシウム、リン酸カルシウ
ム若しくはカオリンと混合されている硬質ゼラチンカプセル剤、又は活性成分が、プロピ
レングリコール、ＰＥＧ及びエタノールなどの水溶性溶媒、若しくはオイル媒体、例えば
、落花生油、流動パラフィン若しくはオリーブオイルと混合されている軟質ゼラチンカプ
セル剤として与えることもできる。
【００５４】
　水性懸濁液剤は、水性懸濁液剤の製造に適切な賦形剤と混合された活性材料を含有する
。このような賦形剤は、懸濁剤、例えば、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチ
ルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニ
ルピロリドン、トラガカントゴム及びアラビアゴムであり、分散剤又は湿潤剤は、天然に
存在するリン脂質、例えば、レシチン、又はアルキレンオキサイドと脂肪酸の縮合物、例
えば、ポリオキシエチレンステアレート、又はエチレンオキシドと長鎖脂肪族アルコール
の縮合物、例えば、ヘプタデカエチレンオキシセタノール、又はポリオキシエチレンソル
ビトールモノオレアートなどの脂肪酸とヘキシトールから誘導される部分エステルとエチ
レンオキシドの縮合物、又は脂肪酸と無水ヘキシトールから誘導される部分エステルとエ
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チレンオキシドの縮合物、例えば、ポリエチレンソルビタンモノオレアートとすることが
できる。水性懸濁液剤は、１種類以上の防腐剤、例えば、エチル又はｎ－プロピル，ｐ－
ヒドロキシ安息香酸、１種類以上の着色剤、１種類以上の矯味矯臭剤、及びスクロース、
サッカリン又はアスパルテームなどの１種類以上の甘味剤を含有することもできる。
【００５５】
　油性懸濁液剤は、植物油、例えば、落花生油、オリーブオイル、ゴマ油若しくはヤシ油
、又は流動パラフィンなどの鉱物油中に活性成分を懸濁させることによって調剤すること
ができる。油性懸濁液剤は、増粘剤、例えば、蜜ろう、固形パラフィン又はセチルアルコ
ールを含有することができる。上述したものなどの甘味剤、及び矯味矯臭剤は、口当たり
の良い経口調製物を提供するために添加することができる。これらの組成物は、アスコル
ビン酸などの抗酸化剤を添加することによって保存することができる。
【００５６】
　水を添加することによって水性懸濁液剤を調製するのに適切な分散性散剤及び顆粒剤に
よって、分散剤又は湿潤剤、懸濁剤及び１種類以上の防腐剤と混合された活性成分が提供
される。適切な分散剤又は湿潤剤及び懸濁剤は、上述したものによって例示されている。
追加の賦形剤、例えば、甘味料、矯味矯臭剤及び着色剤も加えることができる。
【００５７】
　本発明の薬剤組成物は、水中油型乳剤の形とすることもできる。油相は、植物油、例え
ば、オリーブオイル若しくは落花生油、又は鉱物油、例えば、流動パラフィン、又はこれ
らの混合物とすることができる。適切な乳化剤は、天然に存在するリン脂質、例えば、ダ
イズ、レシチン、及び脂肪酸と無水ヘキシトールから誘導されるエステル又は部分エステ
ル、例えば、ソルビタンモノオレアート、及び前記部分エステルとエチレンオキシドの縮
合物、例えば、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアートとすることができる。乳剤
は、甘味料及び矯味矯臭剤を含有することもできる。
【００５８】
　シロップ剤及びエリキシル剤は、甘味剤、例えば、グリセリン、プロピレングリコール
、ソルビトール又はスクロースとともに処方することができる。このような製剤は、粘滑
薬、防腐剤及び矯味矯臭及び着色剤を含有することもできる。薬剤組成物は、無菌注射用
水性又は油脂性懸濁液剤の形とすることができる。この懸濁液剤は、上述した適切な分散
剤又は湿潤剤及び懸濁剤を用いて既知の技術によって処方することができる。無菌注射用
調製物は、無毒の非経口的に許容される希釈剤又は溶媒、例えば１，３－ブタンジオール
溶液の無菌注射液又は懸濁液剤とすることもできる。使用することができる許容されるビ
ヒクル及び溶媒は、水、リンゲル液及び等張性塩化ナトリウム溶液である。エタノール、
プロピレングリコール又はポリエチレングリコールなどの共溶媒も使用することができる
。さらに、従来、無菌不揮発性油が溶媒又は懸濁媒体として使用されている。この目的の
ために、合成モノ又はジグリセリドを含めて刺激のないあらゆる不揮発性油を使用するこ
とができる。さらに、オレイン酸などの脂肪酸も注射剤の調製に使用される。
【００５９】
　式Ｉの化合物は、薬物を直腸投与するための坐剤の形で投与することもできる。これら
の組成物は、周囲温度では固体であるが、直腸温度では液体であり、したがって、直腸内
で溶融して薬物を放出する適切な非刺激性賦形剤と薬物を混合することによって調製する
ことができる。このような材料は、カカオ脂及びポリエチレングリコールである。
【００６０】
　局所に使用する場合は、式Ｉの化合物を含むクリーム剤、軟膏剤、ゲル剤、溶液剤又は
懸濁液剤などが使用される。（本願では、局所適用は、洗口及びうがいを含むものとする
。）局所製剤は、一般に、薬剤担体、共溶媒、乳化剤、侵入促進剤、防腐剤系及び皮膚軟
化剤を含むことができる。
【００６１】
　式Ｉの化合物は、グルココルチコイド受容体を選択的に調整することができるので、様
々な炎症性及び自己免疫性の疾患及び病気を治療し、予防し、その進行を逆転させるのに
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有用である。したがって、本発明の化合物は、以下の疾患又は病気、すなわち、炎症、組
織拒絶反応、自己免疫、白血病及びリンパ腫などの様々な悪性腫瘍、クッシング症候群、
急性副腎不全、先天性副腎皮質過形成症、リウマチ熱、結節性多発性動脈炎、肉芽腫性多
発性動脈炎、骨髄細胞系の阻害、免疫増殖／アポトーシス、ＨＰＡ軸の抑制及び調節、高
コルチゾール血症、卒中及び脊髄損傷、高カルシウム血症、高血糖症、急性副腎不全、慢
性原発性副腎不全、続発性副腎不全、先天性副腎皮質過形成症、脳浮腫、血小板減少症、
リトル症候群、肥満症及び代謝症候群を治療し、予防し、改善するのに有用である。
【００６２】
　本発明の化合物は、炎症性腸疾患、全身性エリテマトーデス、結節性多発性動脈炎、ウ
ェゲナー肉芽腫症、巨細胞性動脈炎、リウマチ様関節炎、若年性関節リウマチ、ブドウ膜
炎、枯草熱、アレルギー性鼻炎、じんま疹、血管神経性浮腫、慢性閉塞性肺疾患、喘息、
腱炎、滑液包炎、クローン病、潰瘍性大腸炎、自己免疫性慢性活動性肝炎、臓器移植、肝
炎及び硬変などの全身的炎症を含めた病態を治療し、予防し、又はその進行を逆転させる
のにも有用である。
【００６３】
　本発明の化合物は、炎症性頭皮脱毛症、皮下脂肪組織炎、乾せん、円板状エリテマトー
デス、炎症性嚢胞、アトピー性皮膚炎、壊そ性膿皮症、尋常性天疱瘡、水ほう性類天疱瘡
、全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎、妊娠性ヘルペス、好酸球性筋膜炎、再発性多発性
軟骨炎、炎症性血管炎、サルコイドーシス、スイート病、Ｉ型反応性ライ病、毛細血管腫
、接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、扁平苔せん、剥脱性皮膚炎、結節性紅斑、挫創、多
毛症、中毒性表皮壊死症、多形性紅斑、皮膚Ｔ細胞リンパ腫などの様々な局所的疾患を治
療し、予防し、又はその進行を逆転させるのに有用である。
【００６４】
　本発明の化合物は、ヒト免疫不全症ウイルス（ＨＩＶ）、細胞アポトーシス、及びカポ
ジ肉腫を含めて、ただしこれらだけに限定されない癌に関連する病態を治療し、予防し、
又はその進行を逆転させること、免疫系活性化及び調節、炎症反応の脱感作、ＩＩＬ－Ｉ
発現、ナチュラルキラー細胞発生、リンパ性白血病、及び網膜色素変性症の治療にも有用
である。認知及び行動プロセスもグルココルチコイド治療が可能であり、認知能力、記憶
及び学習向上、うつ病、耽溺、気分障害、慢性疲労症候群、統合失調症、卒中、睡眠障害
、不安などのプロセスの治療に拮抗物質が潜在的に有用なはずである。
【００６５】
　本発明は、式Ｉの化合物と１種類以上の薬剤とをそのような治療を必要とする患者に同
時に投与することを含む、グルココルチコイド受容体によって媒介される疾患を治療する
方法も包含する。喘息又は慢性閉塞性肺疾患を治療し、又は予防するために、式Ｉの化合
物は、Ｊ－作用物質（例えば、サルメテロール）、テオフィリン、抗コリン薬（例えば、
アトロピン及び臭化イプラトロピウム）、クロモリン、ネドクロミル及びロイコトリエン
調節剤（例えば、モンテルカスト）からなる群から選択される１種類以上の薬剤と組み合
わせることができる。炎症を治療し、又は予防するために、式Ｉの化合物は、１種類又は
以下のもの、すなわち、アセチルサリチル酸を含めたサリチラート、インドメタシン、ス
リンダク、メフェナム酸、メクロフェナム酸、トルフェナム酸、トルメチン、ケトロラッ
ク、ジコフェナク（ｄｉｃｏｆｅｎａｃ）、イブプロフェン、ナプロキセン、フェノプロ
フェン、ケトプロフェン、フルルビプロフェン（ｆｌｕｒｂｉｐｒｏｆｉｎ）及びオキサ
プロジンを含めた非ステロイド性抗炎症剤、エタネルセプト及びインフリキシマブを含め
たＴＮＦ阻害剤、ＩＬ－１受容体拮抗物質、メトトレキセート、レフルノミド、アザチオ
プリン及びシクロスポリンを含めた細胞毒又は免疫抑制薬、金化合物、ヒドロキシクロロ
キン又はスルファサラジン、ペニシラミン、ダルブフェロン（ｄａｒｂｕｆｅｌｏｎｅ）
及びρ３８キナーゼ阻害剤と組み合わせることができる。式Ｉの化合物は、アレンドロネ
ートなどのビスフォネートと併用してグルココルチコイドによって媒介される疾患を治療
することもでき、同時に、破骨細胞によって媒介される骨吸収を阻害することもできる。
【００６６】
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　本発明を以下の非限定的な実施例によって説明する。別段の記載がない限り、
　（ｉ）すべての操作は、室温又は周囲温度、すなわち、温度１８から２５℃で実施され
、
　（ｉｉ）溶媒の蒸発は、ロータリーエバポレーターを用いて、減圧（６００から４００
０パスカル：４．５から３０ｍｍＨｇ）下、最高６０℃の浴温度で実施され、
　（ｉｉｉ）反応経過は、薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）によって追跡され、反応時
間は説明のためにのみ与えられ、
　（ｉｖ）融点は補正されておらず、「ｄ」は分解を示し、与えられた融点は、記載した
ように調製された材料について得られ、多型によって一部の試料においては異なる融点を
有する材料を単離することができ、
　（ｖ）すべての最終生成物の構造及び純度は、以下の技術、すなわち、ＴＬＣ、質量分
析法、核磁気共鳴（ＮＭＲ）分光測定又は微量分析データの少なくとも１つによって確認
され、
　（ｖｉ）収率は説明のためのみに与えられ、
　（ｖｉｉ）ＮＭＲデータが記載されているときには、主要な特徴的プロトンに対するデ
ルタ（δ）値の形であり、内部標準のテトラメチルシラン（ＴＭＳ）に対する百万分率（
ｐｐｍ）で与えられ、表記された溶媒を用いて５００ＭＨｚ又は６００ＭＨｚで測定され
、信号形状については従来の略語が用いられ、すなわち、ｓ．は一重線、ｄ．は二重線、
ｔ．は三重線、ｍ．は多重線、ｂｒ．はブロードなどであり、また、「Ａｒ」は、芳香族
シグナルを意味し、
　（ｖｉｉｉ）化学記号は、それらの通常の意味を有し、以下の略語、すなわち、ｖ（体
積）、ｗ（重量）、ｂ．ｐ．（沸点）、ｍ．ｐ．（融点）、Ｌ（リットル）、ｍＬ（ミリ
リットル）、ｇ（グラム）、ｍｇ（ミリグラム）、ｍｏｌ（モル）、ｍｍｏｌ（ミリモル
）、ｅｑ（当量）も使用された。
【実施例】
【００６７】
（実施例１）
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルエチルカルバメートの合成
【００６８】
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【化１１】

【００６９】
　段階１：（１１β，１６β）－９－フルオロ－１６－メチル－３，２０－ジオキソ－１
１，１７－ビス［（トリメチルシリル）オキシ］プレグナ－１，４－ジエン－２１－イル
アセテート
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，１７－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－２１－イルアセテート（１８．７９ｇ、４３
．２５ｍｍｏｌ）及びイミダゾール（５８．８９ｇ、８６４．９ｍｍｏｌ）の２００ｍＬ
無水Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド溶液に、純粋な塩化トリメチルシリル（５５．０ｍＬ
、４３３ｍｍｏｌ）を１５分間滴下した。得られた淡黄色溶液を室温で１６時間撹拌した
。
その溶液を酢酸エチルで希釈し、水、飽和ＮＨ４Ｃｌ、水、飽和ＮａＨＣＯ３、水及び塩
水で連続して洗浄した。その有機相をＮａ２ＳＯ４を用いて脱水し、ろ過し、減圧蒸発さ
せて、淡黄色オイルの標記化合物２６ｇを得た。
【００７０】
　１Ｈ－ＮＭＲ（５００Ｍｚ、ＣＤＣｌ３）：δ　０．２５（ｓ、９Ｈ）、０．２６（ｓ
、９Ｈ）、０．９４（ｓ、３Ｈ）、１．１５～１．２５（ｍ、１Ｈ）、１．２１（ｄ、Ｊ
＝７．３Ｈｚ、３Ｈ）、１．４９（ｓ、３Ｈ）、１．５０～１．６５（ｍ、１Ｈ）、１．
６１（ｄ、Ｊ＝１３．７Ｈｚ、１Ｈ）、１．８５～２．０（ｍ、３Ｈ）、２．１８（ｓ、
３Ｈ）、２．１５～２．２５（ｍ、１Ｈ）、２．２５～２．５０（ｍ、３Ｈ）、２．５５
～２．６５（ｍ、１Ｈ）、４．３５～４．４０（ｍ、１Ｈ）、４．７５（ｄ、Ｊ＝１７．
５Ｈｚ、１Ｈ）、４．８４（ｄ、Ｊ＝１７．５Ｈｚ、１Ｈ）、６．１３（ｓ、１Ｈ）、６
．３６（ｄｄ、Ｊ＝１０．１、１．８Ｈｚ、１Ｈ）、７．０６（ｄ、Ｊ＝１０．１Ｈｚ、
１Ｈ）
　ＭＳ（ＥＳＩ）：ｍ／ｚ＝５７９．３　（ＭＨ＋）
【００７１】
　段階２：（１１β，１６β）－９－フルオロ－１７－ヒドロキシ－１６－メチル－３，
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２０－ジオキソ－１１－［（トリメチルシリル）オキシ］－プレグナ－１，４－ジエン－
２１－イルアセテート
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１６－メチル－３，２０－ジオキソ－１１，１７
－ビス［（トリメチルシリル）オキシ］プレグナ－１，４－ジエン－２１－イルアセテー
ト（２６ｇ、約４３ｍｍｏｌ）の４３０ｍＬテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）溶液を０℃に
冷却し、純粋な酢酸（４．９５ｍＬ、８６．５ｍｍｏｌ）を添加し、続いて１．０Ｍフッ
化テトラ－ｎ－ブチルアンモニウムのＴＨＦ（４３．３ｍＬ、４３．３ｍｍｏｌ）溶液を
滴下した。０℃で４時間撹拌した後に、氷浴を除去し、反応物を室温に加温し、さらに１
６時間撹拌した。ロータリーエバポレーターを用いてＴＨＦの大部分を減圧除去し、その
残渣を酢酸エチルと水に分配させた。その有機層を、水、飽和ＮＨ４Ｃｌ、水、飽和Ｎａ
ＨＣＯ３、水及び塩水で連続して洗浄した。Ｎａ２ＳＯ４を用いて有機層を脱水し、ろ過
し、減圧蒸発させて、オフホワイトの固体を得た。フラッシュクロマトグラフィーにかけ
て、１．６ｋｇシリカゲルカラムを通して４％ＭｅＯＨのジクロロメタン溶液で溶出させ
て精製して、白色固体の標記化合物１６．１ｇを得た。
【００７２】
　１Ｈ－ＮＭＲ（５００Ｍｚ、ＣＤＣｌ３）：δ　０．２５（ｓ、９Ｈ）、１．０６（ｓ
、３Ｈ）、１．１５～１．２５（ｍ、１Ｈ）、１．１７（ｄ、Ｊ＝７．１Ｈｚ、３Ｈ）、
１．４９（ｓ、３Ｈ）、１．４５～１．６０（ｍ、１Ｈ）、１．６４（ｄ、Ｊ＝１４Ｈｚ
、１Ｈ）、１．８５～２．２（ｍ、５Ｈ）、２．１８（ｓ、３Ｈ）、２．３５～２．５５
（ｍ、３Ｈ）、２．５５～２．６５（ｍ、１Ｈ）、４．３５～４．４０（ｍ、１Ｈ）、４
．９４（ＡＢ、２Ｈ）、６．１１（ｓ、１Ｈ）、６．３５（ｄｄ、Ｊ＝１０．３，１．８
Ｈｚ、１Ｈ）、７．０５（ｄ、Ｊ＝１０Ｈｚ、１Ｈ）。
【００７３】
　ＭＳ（ＥＳＩ）：　ｍ／ｚ＝５０７．２　（ＭＨ＋）。
【００７４】
　段階３：（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１６－メチ
ル－３，２０－ジオキソ－１１－［（トリメチルシリル）－オキシ］プレグナ－１，４－
ジエン－１７－イルエチルカルバメート
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１７－ヒドロキシ－１６－メチル－３，２０－ジ
オキソ－１１－［（トリメチル－シリル）オキシ］－プレグナ－１，４－ジエン－２１－
イルアセテート（３．１１ｇ、６．１５ｍｍｏｌ）の混合物の４１ｍＬトルエン溶液に、
純粋なイソシアン酸エチル（２０．５ｍＬ、２５９ｍｍｏｌ）を添加し、その混合物を４
８時間還流させた。得られた溶液を室温に冷却し、減圧蒸発させてわずかにゴム状の固体
を得た。フラッシュクロマトグラフィーにかけ１ｋｇシリカゲルカラムを通してｔ－ブチ
ルメチルエーテル／へキサン／クロロホルム（１：１：１）で溶出させて白色固体の標記
化合物２．２２ｇを得た。
【００７５】
　１Ｈ－ＮＭＲ（５００Ｍｚ、ＣＤＣｌ３）：δ　０．２６（ｓ、９Ｈ）、０．９４（ｓ
、３Ｈ）、１．１～１．３（ｍ、４Ｈ）、１．３４（ｄ、Ｊ＝６．７Ｈｚ、３Ｈ）、１．
４８（ｓ、３Ｈ）、１．４５～１．６０（ｍ、１Ｈ）、１．７８（ｄ、Ｊ＝１３．５Ｈｚ
、１Ｈ）、１．８～２．１（ｍ、３Ｈ）、２．１６（ｓ、３Ｈ）、２．１５～２．５５（
ｍ、４Ｈ）、２．５５～２．６５（ｍ、１Ｈ）、３．１～３．３（ｍ、２Ｈ）、４．３５
～４．４５（ｍ、１Ｈ）、４．５４（ｄ、Ｊ＝１６Ｈｚ、１Ｈ）、４．８２（ｄ、Ｊ＝１
６Ｈｚ、１Ｈ）、５．０～５．１（ｍ、１Ｈ）、６．１１（ｓ、１Ｈ）、６．３４（ｄ、
Ｊ＝１０Ｈｚ、１Ｈ）、７．０４（ｄ、Ｊ＝１０Ｈｚ、１Ｈ）。
【００７６】
　ＭＳ（ＥＳＩ）：　ｍ／ｚ＝５７８．３　（ＭＨ＋）。
【００７７】
　段階４：（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチ
ル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルエチルカルバメート
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　固体（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１６－メチル－
３，２０－ジオキソ－１１－［（トリメチルシリル）オキシ］－プレグナ－１，４－ジエ
ン－１７－イルエチルカルバメート（２．２２ｇ、３．８４ｍｍｏｌ）を、あらかじめ混
合したメタノール／クロロホルム／６Ｎ　ＨＣｌ（１０：２：１）の溶液１２８ｍＬに溶
解し、室温で撹拌した。１６時間後に、６Ｎ　ＨＣｌ　２ｍＬを追加した。さらに５時間
後に、その溶液を酢酸エチルと水に分配させた。その有機層を、飽和ＮａＨＣＯ３、水及
び塩水で連続して洗浄した。Ｎａ２ＳＯ４を用いて有機層を脱水し、ろ過し、減圧蒸発さ
せて、淡黄色オイルを得た。フラッシュクロマトグラフィーにかけ、５００ｇシリカゲル
カラムを通して、へキサン／酢酸エチル／ジクロロメタン／メタノール（３：３：３：１
）で溶出させて精製して、白色粉末の（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－
ジヒドロキシ－１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イ
ルエチルカルバメート０．８９０ｇを得た。
【００７８】
　１Ｈ－ＮＭＲ（５００Ｍｚ、ＣＤＣｌ３）：δ　０．９６（ｓ、３Ｈ）、１．１５（ｔ
、Ｊ＝７Ｈｚ、３Ｈ）、１．１５～１．３０（ｍ、１Ｈ）、１．４１（ｄ、Ｊ＝７．３Ｈ
ｚ、３Ｈ）、１．４７（ｄ、Ｊ＝１３．９Ｈｚ、１Ｈ）、１．５６（ｓ、３Ｈ）、１．５
０～１．６５（ｍ、１Ｈ）、１．９～２．１（ｍ、３Ｈ）、２．２～２．７（ｍ、７Ｈ）
、３．１～３．３（ｍ、２Ｈ）、４．０３（ｄ、Ｊ＝１８Ｈｚ、１Ｈ）、４．２６（ｄ、
Ｊ＝１８Ｈｚ、１Ｈ）、４．３０～４．４５（ｍ、１Ｈ）、５．２～５．３（ｍ、１Ｈ）
、６．１４（ｓ、１Ｈ）、６．３４（ｄｄ、Ｊ＝１０，１．６Ｈｚ、１Ｈ）、７．２１（
ｄ、Ｊ＝１０Ｈｚ、１Ｈ）。
【００７９】
　ＭＳ（ＥＳＩ）：　ｍ／ｚ＝４６４．２　（ＭＨ＋）。
【００８０】
（実施例２）
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルエチルカルバ
メートの合成
【００８１】
【化１２】

　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソ－１１－［（トリメチルシリル）－オキシ］プレグナ－１，４－ジエン－
１７－イルエチルカルバメート（１３８ｍｇ、０．２３９ｍｍｏｌ）の２．５ｍＬアセト
ニトリル溶液に、三フッ化ホウ素エーテラート（０．１２ｍＬ、０．９６ｍｍｏｌ）を添
加した。室温で５時間撹拌した後、三フッ化ホウ素エーテラート（０．０６０ｍＬ、０．
４７ｍｍｏｌ）を追加した。その溶液を室温でさらに１５時間撹拌し、次いで酢酸エチル
と水に分配させた。有機層を水（２回）及び塩水で洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４を用いて脱水し
た。ろ過及び減圧蒸発して淡黄色オイルを得た。シリカゲル上でクロマトグラフィーにか
け、へキサン／酢酸エチル／ジクロロメタン／メタノール（５：２：２：１）で溶出させ
て、白色フィルムの（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１
１－ヒドロキシ－１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－
イルエチルカルバメートを得た。
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【００８２】
　１Ｈ－ＮＭＲ（５００Ｍｚ、ＣＤＣｌ３）：δ　１．０１（ｓ、３Ｈ）、１．１８（ｔ
、Ｊ＝７Ｈｚ、３Ｈ）、１．１５～１．３０（ｍ、１Ｈ）、１．３７（ｄ、Ｊ＝７Ｈｚ、
３Ｈ）、１．５８（ｓ、３Ｈ）、１．５５～１．６５（ｍ、１Ｈ）、１．８～２．１（ｍ
、５Ｈ）、２．２０（ｓ、３Ｈ）、２．２０～２．３５（ｍ、１Ｈ）、２．３５～２．５
５（ｍ、３Ｈ）、２．６～２．７（ｍ、１Ｈ）、３．１５～３．３５（ｍ、２Ｈ）、４．
３５～４．５０（ｍ、１Ｈ）、４．５４（ｄ、Ｊ＝１７Ｈｚ、１Ｈ）、４．９１（ｄ、Ｊ
＝１７Ｈｚ、１Ｈ）、４．９５～５．０５（ｍ、１Ｈ）、６．１６（ｓ、１Ｈ）、６．３
７（ｄｄ、Ｊ＝１０，１．６Ｈｚ、１Ｈ）、７．２２（ｄ、Ｊ＝１０Ｈｚ、１Ｈ）。
【００８３】
　ＭＳ（ＥＳＩ）：　ｍ／ｚ＝５０６．３　（ＭＨ＋）。
【００８４】
（実施例３）
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，
２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｒ）－１－フェニルエチルカ
ルバメートの合成
【００８５】
【化１３】

【００８６】
　段階１：（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒド
ロキシ－１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１
Ｒ）－１－フェニルエチルカルバメート
　（１１β，１６β）－９－フルオロ－１７－ヒドロキシ－１６－メチル－３，２０－ジ
オキソ－１１－［（トリメチル－シリル）オキシ］－プレグナ－１，４－ジエン－２１－
イルアセテート（１００ｍｇ、０．１９７ｍｍｏｌ）と塩化銅（Ｉ）（０．５ｍｇ、０．
００５ｍｍｏｌ）の混合物の１ｍＬ　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド溶液に純粋な（Ｒ）
－１－イソシアン酸フェニルエチル（０．０８５ｍＬ、０．６０ｍｍｏｌ）を添加した。
その淡緑色反応混合物を室温にて暗所で４．５時間撹拌し、次いで酢酸エチルと水に分配
させた。有機層を水（２回）、飽和ＮＨ４Ｃｌ、水及び塩水で連続して洗浄し、次いでＮ
ａ２ＳＯ４を用いて脱水した。ろ過及び減圧蒸発させて発泡体を得た。その発泡体を、フ
ラッシュクロマトグラフィーにかけ、４０ｇシリカゲルカラムを通して、へキサン／１－
ブチルメチルエーテル／クロロホルム（１：１：１）で溶出させて精製して、無色オイル
の標記化合物６７ｍｇを得た。
【００８７】
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　ＭＳ（ＥＳＩ）：　ｍ／ｚ＝６５４．４　（ＭＨ＋）。
【００８８】
　段階２：（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチ
ル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｒ）－１－フェニル
エチルカルバメート
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イル（１Ｒ）－１
－フェニルエチルカルバメート（４２ｍｇ、０．０６４ｍｍｏｌ）を、あらかじめ混合し
たメタノール／クロロホルム／６Ｎ　ＨＣｌ（１０：２：１）溶液１．２５ｍＬに溶解し
、室温で２４．５時間撹拌した。次いで、この溶液を酢酸エチルと水に分配させ、その有
機相を水（２回）及び塩水で洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４を用いて脱水した。ろ過及び減圧蒸発
させて白色フィルムを得た。このフィルムを、シリカゲル上で分取薄層クロマトグラフィ
ーにかけ、酢酸エチル／へキサン／ジクロロメタン／メタノール（９５：９５：９５：１
５）で溶出させて精製して、白色固体の（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１
－ジヒドロキシ－１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－
イル（１Ｒ）－１－フェニルエチルカルバメート２０ｍｇを得た。
【００８９】
　ＭＳ（ＥＳＩ）：　ｍ／ｚ＝５４０．３　（ＭＨ＋）。
【００９０】
　（実施例４－３７）
　上記実施例に記載の方法と類似した方法によって以下の化合物を調製した。
【００９１】
【表１】
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【００９２】
（実施例３８）
　「環化」（１１β，１６β）－９－フルオロ－１１，２１－ジヒドロキシ－１６－メチ
ル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルプロピルカルバメートの
合成
【００９３】

【化１４】

【００９４】
　（１１β，１６β）－２１－（アセチルオキシ）－９－フルオロ－１１－ヒドロキシ－
１６－メチル－３，２０－ジオキソプレグナ－１，４－ジエン－１７－イルプロピルカル
バメート（８．５ｍｇ、０．０１６ｍｍｏｌ）の０．３ｍＬテトラヒドロフランと０．１
ｍＬメタノールの溶液に、０．１Ｍ炭酸カリウムのメタノール／水（９：１）溶液０．０
３０ｍＬを添加した。室温で１０分後に、この溶液を酢酸エチルと水に分配させ、その有
機相を水（２回）及び塩水で洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４を用いて脱水した。この溶液をろ過し
、減圧蒸発させてオイルを得た。このオイルを、シリカゲル上で分取薄層クロマトグラフ
ィーにかけ、酢酸エチル／へキサン／ジクロロメタン／メタノール（３：３：３：１）で
溶出させて精製して、半固体の標記化合物４．６ｍｇを得た。
【００９５】
　ＭＳ（ＥＳＩ）：　ｍ／ｚ＝４７８．３　（ＭＨ＋）。
【００９６】
　バイオアッセイ
　グルココルチコイド受容体の調節物質としての本発明の化合物の活性を、以下のアッセ
イによって評価することができる。
【００９７】
　リガンド結合アッセイ
　ｈＧＲＩリガンド結合アッセイのために、組換えバキュロウイルス発現受容体から細胞



(31) JP 4606408 B2 2011.1.5

10

質ゾルを調製した。凍結細胞ペレットを、氷冷ＫＰＯ４緩衝剤（１０ｍＭ　ＫＰＯ４、２
０ｍＭモリブデン酸ナトリウム、１ｍＭ　ＥＤＴＡ、５ｍＭ　ＤＴＴ及びＢｏｅｈｒｉｎ
ｇｅｒ　Ｍａｎｎｈｅｉｍ製完全プロテアーゼ阻害錠剤）中で「Ｂ」プランジャーを用い
てダンス型ホモジナイザーにかけた。ホモジネートを、ＪＡ－２０ローターを用いて３５
，０００ｘｇで１時間、４℃で遠心分離した。ＩＣ５０は、２．５ｎＭ［１，２，４，６
，７－３Ｈ］デキサメタゾンの最終濃度で漸増濃度（１０－１１から１０－６へ）の冷デ
キサメタゾン又はリガンドの存在下、４℃で２４時間、細胞質ゾルをインキュベートする
ことによって求められた。結合したものと遊離のものをゲルろ過アッセイによって分離し
た（Ｇｅｉｓｓｌｅｒ等、私信）。１ｍｇ／ｍｌ　ＢＳＡを含有するＫＰＯ４緩衝剤とあ
らかじめ平衡化され、１０００ｘｇで５分間遠心分離されたセファデックスＧ－２５ビー
ズを含むゲルろ過プレート（ＭＩＬＬＩＰＯＲＥ）に反応物の半分を添加した。反応プレ
ートを１０００ｘｇで５分間遠心分離し、反応物を第２の９６ウェルプレートに収集し、
シンチレーションカクテルを添加し、（Ｗａｌｌａｃ）二重一致（ｄｏｕｂｌｅ　ｃｏｉ
ｎｃｉｄｅｎｃｅ）ベータカウンターで計数した。４－パラメータフィットプログラムに
よってＩＣ５０を計算した。
【００９８】
　式Ｉの化合物のＩＣ５０は、０．１ｎＭから１．０μＭの範囲である。直前の実施例の
化合物のＩＣ５０は、１ｎＭから４００ｎＭの範囲である。
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