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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造式Ｉの化合物：
【化１】

［式中：
各ｎは、独立して０、１、２、または３であり：
Ｗは、ＣＨ２、ＣＨＦ、およびＣＦ２からなる群から選択され；
Ｘは、Ｓ、Ｓ（Ｏ）、Ｓ（Ｏ）２、ＣＨ２、ＣＨＦ、およびＣＦ２からなる群から選択さ
れ；
ＹおよびＺは、Ｏ、Ｓ、Ｎ、およびＮＲ７からなる群から各々独立して選択され、但し、
ＹおよびＺの少なくとも１つはＮであり、；
Ｒ１は、水素またはシアノであり；
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Ｒ２は、
　水素
　ハロゲン、
　シアノ、
　ヒドロキシ、
　アルキルが非置換であるかまたは１個から５個のハロゲンで置換されているＣ１～６ア
ルキル、
　アルコキシが非置換であるかまたは１個から５個のハロゲンで置換されているＣ１～６

アルコキシ、
　（ＣＨ２）ｎ－ＣＯＯＨ、
　（ＣＨ２）ｎ－ＣＯＯＣ１～６アルキル、
　（ＣＨ２）ｎ－ＣＯＮＲ３Ｒ４、
　（ＣＨ２）ｎ－ＮＲ３Ｒ４、
　（ＣＨ２）ｎ－ＮＲ６ＳＯ２Ｒ５、
　（ＣＨ２）ｎ－ＮＲ６ＣＯＮＲ３Ｒ４、
　（ＣＨ２）ｎ－ＮＲ６ＣＯＲ６、
　（ＣＨ２）ｎ－ＮＲ６ＣＯ２Ｒ５、
　（ＣＨ２）ｎ－アリール（ここで、アリールは、非置換であるか、またはハロゲン、ヒ
ドロキシ、ＣＯ２Ｈ、Ｃ１～６アルキルオキシカルボニル、Ｃ１～６アルキル、Ｃ３～６

シクロアルキル、およびＣ１～６アルコキシから独立して選択される１つから５つの置換
基で置換されている（ここで、アルキルおよびアルコキシは、非置換であるか、または１
個から５個のハロゲンで置換されている。）。）
からなる群から選択され；
Ｒ２における任意のメチレン（ＣＨ２）炭素原子は独立して、非置換であるか、またはハ
ロゲン、ヒドロキシ、および（非置換であるか、または１個から５個のハロゲンで置換さ
れている）Ｃ１～４アルキルから独立して選択される１つから２つの基で置換されており
；
Ｒ３およびＲ４は独立して、
　水素、
　（ＣＨ２）ｎ－フェニル、
　（ＣＨ２）ｎ－Ｃ３～６シクロアルキル、および
　Ｃ１～６アルキル（ここで、アルキルは、非置換であるか、または１個から５個のハロ
ゲンで置換されており、フェニルおよびシクロアルキルは、非置換であるか、またはハロ
ゲン、ヒドロキシ、Ｃ１～６アルキル、およびＣ１～６アルコキシから独立して選択され
る１つから５つの置換基で置換されている（ここで、アルキルおよびアルコキシは非置換
であるか、または１個から５個のハロゲンで置換されている。）。）
からなる群から選択され；
Ｒ３とＲ４は、それらが結合する窒素原子と一緒になって、アゼチジン、ピロリジン、ピ
ペリジン、ピペラジン、およびモルホリンから選択される複素環を形成しており（前記複
素環は、非置換であるか、またはハロゲン、ヒドロキシ、Ｃ１～６アルキル、およびＣ１

～６アルコキシから独立して選択される１つから３つの置換基で置換されている（ここで
、アルキルおよびアルコキシは非置換であるか、または１個から５個のハロゲンで置換さ
れている。）。）；
各Ｒ５は、独立して（ＣＨ２）ｎ－フェニル、（ＣＨ２）ｎ－Ｃ３～６シクロアルキル、
およびＣ１～６アルキルからなる群から選択され（ここで、アルキルは、非置換であるか
、または１個から５個のハロゲンで置換されており、フェニルおよびシクロアルキルは、
非置換であるか、またはハロゲン、ヒドロキシ、Ｃ１～６アルキル、およびＣ１～６アル
コキシから独立して選択される１つから５つの置換基で置換されている（ここで、アルキ
ルおよびアルコキシは非置換であるか、または１個から５個のハロゲンで置換されており
、また、Ｒ５における任意のメチレン（ＣＨ２）炭素原子は、非置換であるか、またはハ
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ロゲン、ヒドロキシ、および（非置換であるか、１個から５個のハロゲンで置換されてい
る）Ｃ１～４アルキルから独立して選択される１つから２つの基で置換されている。）。
）；
各Ｒ６は、水素またはＲ５であり；
Ｒ７は、
　水素、
　（ＣＨ２）ｎ－フェニル、
　（ＣＨ２）ｎ－Ｃ３～６シクロアルキル、および
　Ｃ１～６アルキル（ここで、アルキルは、非置換であるか、または１個から５個のハロ
ゲンで置換されており、フェニルおよびシクロアルキルは、非置換であるか、またはハロ
ゲン、ヒドロキシ、Ｃ１～６アルキル、およびＣ１～６アルコキシから独立して選択され
る１つから５つの置換基で置換されている（ここで、アルキルおよびアルコキシは非置換
であるか、または１個から５個のハロゲンで置換されている。）。）
からなる群から選択される。]
【請求項２】
　＊で印された炭素原子が、式ＩＩａ：
【化２】

に示された立体化学配置を有する請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　構造式ＩＩｂ：

【化３】

の請求項１に記載の化合物。
【請求項４】
　Ｘが、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１が水素である請求項３に記載の化合
物。
【請求項５】
　＊で印された炭素原子が、式ＩＩｃ：
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【化４】

（Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１は水素である。）
に示された立体化学配置を有する請求項３に記載の化合物。
【請求項６】
　構造式Ｉｄ：

【化５】

の請求項１に記載の化合物。
【請求項７】
　Ｘが、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１が水素である請求項６に記載の化合
物。
【請求項８】
　＊で印された炭素原子が、式ＩＩｅ：

【化６】

（Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１は水素である。）
に示された立体化学配置を有する請求項６に記載の化合物。
【請求項９】
　構造式ＩＩｆ：
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【化７】

の請求項１に記載の化合物。
【請求項１０】
　Ｘが、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１が水素である請求項９に記載の化合
物。
【請求項１１】
　＊で印された炭素原子が、式ＩＩｇ：

【化８】

（Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１は水素である。）
に示された立体化学配置を有する請求項９に記載の化合物。
【請求項１２】
　構造式ＩＩｈ：

【化９】

の請求項１に記載の化合物。
【請求項１３】
　Ｘが、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１が水素である請求項１２に記載の化
合物。
【請求項１４】
　＊で印された炭素原子が、式ＩＩｉ：
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【化１０】

（Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１は水素である。）
に示された立体化学配置を有する請求項１２に記載の化合物。
【請求項１５】
　構造式ＩＩｊ：
【化１１】

の請求項１に記載の化合物。
【請求項１６】
　Ｘが、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１が水素である請求項１５に記載の化
合物。
【請求項１７】
　＊で印された炭素原子が、式ＩＩｋ：

【化１２】

（Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１は水素である。）
に示された立体化学配置を有する請求項１５に記載の化合物。
【請求項１８】
　構造式ＩＩｌ：
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【化１３】

の請求項１に記載の化合物。
【請求項１９】
　Ｘが、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１が水素である請求項１８に記載の化
合物。
【請求項２０】
　＊で印された炭素原子が、式ＩＩｍ：

【化１４】

（Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１は水素である。）
に示された立体化学配置を有する請求項１８に記載の化合物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ジペプチジルペプチダーゼ－ＩＶ酵素の阻害剤（「ＤＰ－ＩＶ阻害剤」）で
あり、糖尿病、特に２型糖尿病など、ジペプチジルペプチダーゼ－ＩＶ酵素が関与する疾
患の治療または予防に有用である新規なシクロヘキシルグリシン誘導体に関する。本発明
はまた、これらの化合物を含む薬剤組成物およびジペプチジルペプチダーゼ－ＩＶ酵素が
関与するこのような疾患の予防または治療において、これらの化合物および組成物の使用
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　糖尿病とは、複数の原因因子から由来する疾患過程を称し、空腹状態または経口グルコ
ース負荷試験時のグルコース投与後における血漿中グルコースまたは高血糖の高レベルを
特徴とする。持続的または無制御高血糖は、罹患率および死亡率の増加および早発を伴う
。異常なグルコースホメオスタシスは、直接的および間接的の双方で脂質、リポ蛋白およ
びアポリポ蛋白代謝の変調、ならびに他の代謝疾患および血行力学的疾患を伴うことが多
い。したがって、２型真性糖尿病患者は、冠状動脈心疾患、卒中、末梢血管疾患、高血圧
、腎障害、神経障害、および網膜症など、大血管および微小血管の合併症の危険性が特に
増加する。したがって、グルコースホメオスタシス、脂質代謝および高血圧の治療的制御
は、臨床的管理と真性糖尿病の治療において極めて重要なことである。
【０００３】
　糖尿病には、一般的に２つの認識された形態がある。１型糖尿病、またはインスリン依
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存真性糖尿病（ＩＤＤＭ）の患者は、グルコースの利用を調節するホルモンであるインス
リンを殆ど産生しないか、全く産生しない。２型糖尿病、またはインスリン非依存真性糖
尿病（ＮＩＤＤＭ）の患者は、非糖尿病対象と比較して、同じか、またはさらに高い血漿
中インスリン濃度を有することが多いが、これらの患者は、筋肉、肝臓および脂肪組織で
ある主要インスリン感受性組織におけるグルコースおよび脂質代謝に関してインスリン刺
激効果に対する耐性を生じており、血漿中インスリン濃度は上昇するが、明白なインスリ
ン耐性を克服するのに不十分である。
【０００４】
　インスリン耐性は、主としてインスリン受容体数の減少のためではなく、未だ理解され
ていないインスリン受容体結合欠陥後によるものである。インスリン応答性に対するこの
耐性は、筋肉中におけるグルコースの取り込み、酸化および保存について不十分なインス
リン活性化をもたらし、脂肪組織における脂肪分解およびグルコース産生ならびに肝臓に
おける分泌の不十分なインスリン抑制をもたらす。
【０００５】
　長年にわたって実質的に変化していない２型糖尿病に利用できる治療は、限界が認めら
れている。身体運動および食事取り込みにおけるカロリーの減少は、糖尿病状態を劇的に
改善するが、この治療によるコンプライアンスは、十分に身を守る固着したライフスタイ
ルおよび過剰の摂食量、特に飽和脂肪の高含量食物のため極めて乏しい。よりインスリン
を分泌させるために膵臓β細胞を刺激するスルホニル尿素（例えば、トルブタミドおよび
グリピジド）またはメグリチニドの投与、および／またはスルホニル尿素またはメグリチ
ニドが、効果がなくなった場合のインスリン注射により、インスリンの血漿中濃度の増加
により、かなりのインスリン耐性組織を刺激するのに十分に高い濃度インスリンを生じる
ことができる。しかしながら、血漿中グルコースの低濃度による危険性は、インスリンま
たはインスリン分泌促進物質（スルホニル尿素またはメグリチニド）の投与から生じ得、
また、さらにより高い血漿中インスリン濃度によるインスリン耐性レベルの増加が生じ得
る。前記ビグアニド類は、インスリン感受性を増加し、高血糖症のある程度の修正をもた
らす。しかしながら、２種のビグアニド、フェンホルミンおよびメトフォルミンは、乳糖
アシドーシスおよび吐き気／下痢を誘導し得る。メトフォルミンは、フェンホルミンより
も副作用が少なく、２型糖尿病の治療に処方されることが多い。
【０００６】
　グリタゾン類（すなわち、５－ベンジルチアゾリジン－２，４－ジオン類）としては、
多くの症状の２型糖尿病を改善する可能性を有する化合物のクラスがごく最近記載されて
いる。これらの薬剤は、２型糖尿病の数種の動物モデルにおける筋肉、肝臓および脂肪組
織において、実質的にインスリン感受性を増加させ、高血糖の発生なしでグルコースの血
漿中高濃度の部分的または完全修正をもたらす。現在市販されているグリタゾン類は、ペ
ルオキシソーム増殖活性化受容体（ＰＰＡＲ）、主としてＰＰＡＲ－ガンマサブタイプの
アゴニストである。ＰＰＡＲ－ガンマアゴニズムは、グリタゾン類により見られるインス
リン感受性の改善に原因があると一般に考えられている。２型糖尿病の治療に試験されて
いるより新規なＰＰＡＲアゴニスト類は、アルファ、ガンマまたはデルタサブタイプ、ま
たはこれらの組合せのアゴニスト類であり、多くの場合、グリタゾン類とは化学的に異な
る（すわち、それらはチアゾリジンジオン類ではない）。重篤な副作用（例えば、肝毒性
）が、トログリタゾンなどのグルタゾン類の幾つかに発生している。
【０００７】
　前記疾患を治療するさらなる方法は、まだ調査中である。最近導入されているか、まだ
開発中である新しい生化学的アプローチとしては、アルファ－グルコシダーゼ阻害剤（例
えば、アカルボース）および蛋白チロシンホスファターゼ－１Ｂ（ＰＴＰ－１Ｂ）阻害剤
による治療が挙げられる。
【０００８】
　ジペプチジルペプチダーゼ－ＩＶ酵素（「ＤＰ－ＩＶ」または「ＤＰＰ－ＩＶ」）の阻
害剤である化合物もまた、糖尿病、特に２型糖尿病の治療に有用であり得る薬物として調
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，９３９，５６０号、Ｂｉｏｏｒｇ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ．、６：１１６３～１
１６６ページ（１９９６）；およびＢｉｏｏｒｇ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ．、６：
２７４５～２７４８ページ（１９９６）を参照されたい。２型糖尿病の治療におけるＤＰ
－ＩＶ阻害剤の有用性は、ＤＰ－ＩＶが、ペプチド－１（ＧＬＰ－１）および胃酸分泌抑
制ポリペプチド（ＧＩＰ）のようなグルカゴンをインビボで容易に不活化するという事実
に基づいている。ＧＬＰ－１およびＧＩＰは、インクレチン類であり、食物が摂取される
場合に産生する。前記インクレチン類は、インスリン産生を刺激する。ＤＰ－ＩＶの阻害
は、前記インクレチン類の不活化を減少させ、次いでこれは、膵臓によるインスリンの産
生を刺激するのに前記インクレチン類の有効性を増加させる結果となる。したがって、Ｄ
Ｐ－ＩＶ阻害は、血清中インスリン濃度を増加させる。都合がよいことに、前記インクレ
チン類は、食物が摂取される場合にのみ体内により産生されるので、ＤＰ－ＩＶ阻害は、
過度に低血糖（低血糖症）に導き得る食事間など、不適切な時間にインスリン濃度を増加
させることが予想されない。したがって、ＤＰ－ＩＶの阻害は、インスリン分泌促進物質
の使用に伴う危険な副作用である低血糖症の危険性を増加させることなくインスリンを増
加することが期待される。
【０００９】
　ＤＰ－ＩＶ阻害剤はまた、本明細書に検討された他の治療的有用性を有している。ＤＰ
－ＩＶ阻害剤は、特に糖尿病以外の有用性に関して、今日まで広範囲に研究されていなか
った。糖尿病および可能性として他の疾患ならびに状態の治療のための改善されたＤＰ－
ＩＶ阻害剤を見出すことができるように、新規化合物が求められている。２型糖尿病の処
置のため治療可能性のあるＤＰ－ＩＶ阻害剤は、Ｅｘｐ．Ｏｐｉｎ．Ｉｎｖｅｓｔ．Ｄｒ
ｕｇｓ、１２：８７～１００ページ（２００３）にＤ．Ｊ．Ｄｒｕｃｋｅｒにより、また
、Ｅｘｐ．Ｏｐｉｎ．Ｔｈｅｒ．Ｐａｔｅｎｔｓ、１３：４９９～５１０ページ（２００
３）にＫ．Ａｕｇｕｓｔｙｎｓら、により論じられている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、ジペプチジルペプチダーゼ－ＩＶ酵素の阻害剤（「ＤＰ－ＩＶ阻害剤」）で
あり、糖尿病、特に２型糖尿病など、ジペプチジルペプチダーゼ－ＩＶ酵素が関与する疾
患の治療または予防に有用である新規なシクロヘキシルグリシン誘導体に関する。本発明
はまた、これらの化合物を含む薬剤組成物およびジペプチジルペプチダーゼ－ＩＶ酵素が
関与するこのような疾患の予防または治療における、これらの化合物および組成物の使用
に関する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、ジペプチジルペプチダーゼ－ＩＶ酵素の阻害剤として有用な新規なシクロヘ
キシルグリシン誘導体に関する。本発明化合物は、構造式Ｉ：
【００１２】
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【化１５】

により記載される。
[式中：
各ｎは、独立して０、１、２、または３であり：
Ｗは、ＣＨ２、ＣＨＦ、およびＣＦ２からなる群から選択され；
Ｘは、Ｓ、Ｓ（Ｏ）、Ｓ（Ｏ）２、ＣＨ２、ＣＨＦ、およびＣＦ２からなる群から選択さ
れ；
ＹおよびＺは、Ｏ、Ｓ、Ｎ、およびＮＲ７からなる群から各々独立して選択され、但し、
ＹおよびＺの少なくとも１つはＮであり、；
Ｒ１は、水素またはシアノであり；
Ｒ２は、
　水素
　ハロゲン、
　シアノ、
　ヒドロキシ、
　アルキルが非置換であるかまたは１個から５個のハロゲンで置換されているＣ１～６ア
ルキル、
　アルコキシが非置換であるかまたは１個から５個のハロゲンで置換されているＣ１～６

アルコキシ、
　（ＣＨ２）ｎ－ＣＯＯＨ、
　（ＣＨ２）ｎ－ＣＯＯＣ１～６アルキル、
　（ＣＨ２）ｎ－ＣＯＮＲ３Ｒ４、
　（ＣＨ２）ｎ－ＣＯＲ３Ｒ４、
　（ＣＨ２）ｎ－ＮＲ６ＳＯ２Ｒ５、
　（ＣＨ２）ｎ－ＮＲ６ＣＯＮＲ３Ｒ４、
　（ＣＨ２）ｎ－ＮＲ６ＣＯＲ６、
　（ＣＨ２）ｎ－ＮＲ６ＣＯ２Ｒ５、
　（ＣＨ２）ｎ－アリール、（ここで、アリールは、非置換であるか、またはハロゲン、
ヒドロキシ、ＣＯ２Ｈ、Ｃ１～６アルキルオキシカルボニル、Ｃ１～６アルキル、Ｃ３～

６シクロアルキル、Ｃ１～６アルコキシから独立して選択される１つから５つの置換基で
置換されている（ここで、アルキルおよびアルコキシは、非置換であるか、または１個か
ら５個のハロゲンで置換されている。）。）
からなる群から選択され
Ｒ２における任意のメチレン（ＣＨ２）炭素原子は独立して、非置換であるか、またはハ
ロゲン、ヒドロキシ、および（非置換であるか、または１個から５個のハロゲンで置換さ
れている）Ｃ１～４アルキルから独立して選択される１つから２つの基で置換されており
；
Ｒ３およびＲ４は独立して、
　水素、
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　（ＣＨ２）ｎ－フェニル、
　（ＣＨ２）ｎ－Ｃ３～６シクロアルキル、および
　Ｃ１～６アルキル（ここで、アルキルは、非置換であるか、または１個から５個のハロ
ゲンで置換されている（ここで、フェニルおよびシクロアルキルは、非置換であるか、ま
たはハロゲン、ヒドロキシ、Ｃ１～６アルキル、およびＣ１～６アルコキシから独立して
選択される１つから５つの置換基で置換されている（ここで、アルキルおよびアルコキシ
は非置換であるか、または１個から５個のハロゲンで置換されている。）。）。）
からなる群から選択され；
Ｒ３とＲ４は、それらが結合する窒素原子と一緒になって、アゼチジン、ピロリジン、ピ
ペリジン、ピペラジン、およびモルホリンから選択される複素環を形成しており（前記複
素環は、非置換であるか、またはハロゲン、ヒドロキシ、Ｃ１～６アルキル、およびＣ１

～６アルコキシから独立して選択される１つから３つの置換基で置換されている（ここで
、アルキルおよびアルコキシは非置換であるか、または１個から５個のハロゲンで置換さ
れている。）。）；
Ｒ５は、各々独立して（ＣＨ２）ｎ－フェニル、（ＣＨ２）ｎ－Ｃ３～６シクロアルキル
、およびＣ１～６アルキルからなる群から選択され（ここで、アルキルは、非置換である
か、または１個から５個のハロゲンで置換されている（ここで、フェニルおよびシクロア
ルキルは、非置換であるか、またはハロゲン、ヒドロキシ、Ｃ１～６アルキル、およびＣ

１～６アルコキシから独立して選択される１つから５つの置換基で置換されており、式中
、アルキルおよびアルコキシは非置換であるか、または１個から５個のハロゲンで置換さ
れており、また、Ｒ５における任意のメチレン（ＣＨ２）炭素原子は、非置換であるか、
またはハロゲン、ヒドロキシ、および（非置換であるか、１個から５個のハロゲンで置換
されている）Ｃ１～４アルキルから独立して選択される１つから２つの基で置換されてい
る。）。）；
各Ｒ６は、水素またはＲ５であり；
Ｒ７は、
　水素、
　（ＣＨ２）ｎ－フェニル、
　（ＣＨ２）ｎ－Ｃ３～６シクロアルキル、および
　Ｃ１～６アルキル（ここで、アルキルは、非置換であるか、または１個から５個のハロ
ゲンで置換されている（ここで、フェニルおよびシクロアルキルは、非置換であるか、ま
たはハロゲン、ヒドロキシ、Ｃ１～６アルキル、およびＣ１～６アルコキシから独立して
選択される１つから５つの置換基で置換されている（ここで、アルキルおよびアルコキシ
は非置換であるか、または１個から５個のハロゲンで置換されている。）。）。）
からなる群から選択される。]
【００１３】
　本発明化合物の一実施形態において、＊で印された炭素原子が、式ＩＩａ：
【００１４】
【化１６】
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されたとおりである。）。
【００１５】
　本発明化合物の第２の実施形態において、構造式ＩＩｂ：
【００１６】
【化１７】

に示されたとおり、Ｗは、ＣＨ２であり、Ｙは、Ｓであり、Ｚは、Ｎである（式中、Ｘ、
Ｒ１およびＲ２は、上記に定義されたとおりである。）。
【００１７】
　この実施形態の一クラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２である。この
クラスのサブクラスにおいて、Ｒ１は、水素である。この実施形態の他のクラスにおいて
、＊で印された炭素原子は、式ＩＩｃ：
【００１８】
【化１８】

に示された立体配置を有する。
【００１９】
　このクラスのサブクラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１

は、水素である。
【００２０】
　本発明化合物の第３の実施形態において、構造式ＩＩｄ：
【００２１】
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【化１９】

に示されたとおり、Ｗは、ＣＨ２であり、Ｙは、Ｎであり、Ｚは、Ｓである（式中、Ｘ、
Ｒ１およびＲ２は、上記に定義されたとおりである。）。
【００２２】
　この実施形態の一クラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２である。この
クラスのサブクラスにおいて、Ｒ１は、水素である。この実施形態の他のクラスにおいて
、＊で印された炭素原子は、式ＩＩｅ：
【００２３】
【化２０】

に示された立体配置を有する。
【００２４】
　このクラスのサブクラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１

は、水素である。
【００２５】
　本発明化合物の第４の実施形態において、構造式ＩＩｆ：
【００２６】
【化２１】



(14) JP 4579239 B2 2010.11.10

10

20

30

40

に示されたとおり、Ｗは、ＣＨ２であり、Ｙは、Ｏであり、Ｚは、Ｎである（式中、Ｘ、
Ｒ１およびＲ２は、上記に定義されたとおりである。）。
【００２７】
　この実施形態の一クラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２である。この
クラスのサブクラスにおいて、Ｒ１は、水素である。この実施形態の他のクラスにおいて
、＊で印された炭素原子は、式ＩＩｇ：
【００２８】
【化２２】

に示された立体配置を有する。
【００２９】
　このクラスのサブクラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１

は、水素である。
【００３０】
　本発明化合物の第５の実施形態において、構造式ＩＩｈ：
【００３１】
【化２３】

に示されたとおり、Ｗは、ＣＨ２であり、Ｙは、Ｎであり、Ｚは、Ｏである（式中、Ｘ、
Ｒ１およびＲ２は、上記に定義されたとおりである。）。
【００３２】
　この実施形態の一クラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２である。この
クラスのサブクラスにおいて、Ｒ１は、水素である。この実施形態の他のクラスにおいて
、＊で印された炭素原子は、式ＩＩｉ：
【００３３】
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【化２４】

に示された立体配置を有する。
【００３４】
　このクラスのサブクラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１

は、水素である。
【００３５】
　本発明化合物の第６の実施形態において、構造式ＩＩｊ：
【００３６】
【化２５】

に示されたとおり、Ｗは、ＣＨ２であり、Ｙは、Ｎであり、Ｚは、ＮＲ７である（式中、
Ｘ、Ｒ１、Ｒ２およびＲ７は、上記に定義されたとおりである。）。
【００３７】
　この実施形態の一クラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２である。この
クラスのサブクラスにおいて、Ｒ１は、水素である。この実施形態の他のクラスにおいて
、＊で印された炭素原子は、式ＩＩｋ：
【００３８】
【化２６】
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に示された立体配置を有する。
【００３９】
　このクラスのサブクラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１

は、水素である。
【００４０】
　本発明化合物の第７の実施形態において、構造式ＩＩｌ：
【００４１】
【化２７】

に示されたとおり、Ｗは、ＣＨ２であり、Ｙは、ＮＲ７であり、Ｚは、Ｎである（式中、
Ｘ、Ｒ１、Ｒ２およびＲ７は、上記に定義されたとおりである。）。
【００４２】
　この実施形態の一クラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２である。この
クラスのサブクラスにおいて、Ｒ１は、水素である。この実施形態の他のクラスにおいて
、＊で印された炭素原子は、式ＩＩｍ：
【００４３】
【化２８】

に示された立体配置を有する。
【００４４】
　このクラスのサブクラスにおいて、Ｘは、ＣＨ２、ＣＨＦ、またはＣＦ２であり、Ｒ１

は、水素である。
【００４５】
　本明細書に用いられる以下の定義が適用できる。
【００４６】
　「アルキル」ならびにアルコキシおよびアルカノイル接頭語「アルコ（カ）」を有する
他の基は、炭素鎖が他に定義されない限り、直鎖または分子鎖、およびそれらの組合せで
あり得る炭素鎖を意味する。アルキル基の例としては、メチル、エチル、プロピル、イソ
プロピル、ブチル、ｓ－およびｔ－ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、
ノニルなどが挙げられる。特定数の炭素原子が、例えばＣ３～１０から許容される場合、
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用語のアルキルとしてはまた、シクロアルキル基、およびシクロアルキル構造と組合わさ
れた直鎖または分子鎖アルキルの組合せが挙げられる。炭素原子数が特定されない場合、
Ｃ１～６が意図される。
【００４７】
　「シクロアルキル」は、アルキルのサブセットであり、特定数の炭素原子を有する飽和
環状炭素を意味する。シクロアルキルの例としては、シクロプロピル、シクロブチル、シ
クロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチルなどが挙げられる。一
般にシクロアルキル基は、他に述べられない限り単環式である。シクロアルキル基は、他
に定義されない限り飽和である。
【００４８】
　用語の「アルコキシ」は、特定の炭素原子数の直鎖または分枝鎖アルコキシド類（例え
ば、Ｃ１～１０アルコキシ）、またはこの範囲内の任意の数のアルコキシド類［すなわち
、メトキシ（ＭｅＯ－）、エトキシ、イソプロポキシなど］を称す。
【００４９】
　用語の「アルキルチオ」は、特定の炭素原子数の直鎖または分枝鎖アルキルスルフィド
類（例えば、Ｃ１～１０アルキルチオ）、またはこの範囲内の任意の数のアルキルスルフ
ィド類［すなわち、メチルチオ（ＭｅＳ－）、エチルチオ、イソプロピルチオなど］を称
す。
【００５０】
　用語の「アルキルアミン」は、特定の炭素原子数の直鎖または分枝鎖アルキルアミン類
（例えば、Ｃ１～６アルキルアミノ）、またはこの範囲内の任意の数のアルキルアミン類
［すなわち、メチルアミノ、エチルアミン、イソプロピルアミン、ｔ－ブチルアミノなど
］を称す。
【００５１】
　用語の「アルキルスルホニル」は、特定の炭素原子数の直鎖または分枝鎖アルキルスル
ホン類（例えば、Ｃ１～６アルキルスルホニル）、またはこの範囲内の任意の数のアルキ
ルスルホン類［すなわち、メチルスルホニル（ＭｅＳＯ２－）、エチルスルホニル、イソ
プロピルスルホニルなど］を称す。
【００５２】
　用語の「アルキルオキシカルボニル」は、特定の炭素原子数の本発明のカルボン酸誘導
体の直鎖または分枝鎖エステル類（例えば、Ｃ１～６アルキルオキシカルボニル）、また
はこの範囲内の任意の数のもの［すなわち、メチルオキシカルボニル（ＭｅＯＣＯ－、エ
チルオキシカルボニル、またはブチルオキシカルボニル］を称す。
【００５３】
　「アリール」とは、炭素環原子を含有する単環式または多環式芳香族環系を意味する。
好ましいアリール類は、単環式または二環式６～１０員の芳香族環系である。フェニルお
よびナフチルが好ましいアリール類である。最も好ましいアリールは、フェニルである。
【００５４】
　「複素環」および「ヘテロシクリル」は、Ｏ、ＳおよびＮから選択される少なくとも１
個のヘテロ原子を含有し、さらに硫黄の酸化形態、すなわちＳＯおよびＳＯ２を含む、飽
和または不飽和非芳香族環または環系を称す。複素環の例としては、テトラヒドロフラン
（ＴＨＦ）、ジヒドロフラン、１，４－ジオキサン、モルホリン、１，４－ジチアン、ピ
ペラジン、ピペリジン、１，３－ジオキソラン、イミダゾリジン、イミダゾリン、ピロリ
ン、ピロリジン、テトラヒドロピラン、ジヒドロピラン、オキサチオラン、ジチオラン、
１，３－ジオキサン、１，３－ジチアン、オキサチアン、チオモルホリンなどが挙げられ
る。
【００５５】
　「ヘテロアリール」とは、Ｏ、ＳおよびＮから選択される少なくとも１個の環ヘテロ原
子を含有する芳香族または部分的芳香族複素環を意味する。ヘテロアリール類としてはま
た、アリール類、シクロアルキル類および芳香族ではない複素環類などの他の種の環に縮
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合したヘテロアリール類が挙げられる。ヘテロアリール基の例としては、ピロリル、イソ
オキサゾリル、イソチアゾリル、ピラゾリル、ピリジニル、２－オキソ－（１Ｈ）－ピリ
ジニル（２－ヒドロキシピリジニル）、オキサゾリル、１，２，４－オキサジアゾリル、
１，３，４－オキサジアゾリル、チアジアゾリル、チアゾリル、イミダゾリル、トリアゾ
リル、テトラゾリル、フリル、トリアジニル、チエニル、ピリミジニル、ピラジニル、ベ
ンズイソオキサゾリル、ベンズオキサゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾチアジアゾリル
、ジヒドロベンゾフラニル、インドリニル、ピリダジニル、インダゾリル、イソインドリ
ル、ジヒドロベンゾチエニル、インドリジニル、シンノリニル、フタラジニル、キナゾリ
ニル、ナフチリジニル、カルバゾリル、ベンゾジオキソリル、キノキサリニル、プリニル
、フラザニル、イソベンジルフラニル、ベンズイミダゾリル、ベンゾフラニル、ベンゾチ
エニル、キノリル、インドリル、イソキノリル、ジベンゾフラニル、イミダゾ［１，２－
ａ］ピリジニル、［１，２，４－トリアゾロ］［４，３－ａ］ピリジニル、ピラゾロ［１
，５－ａ］ピリジニル、［１，２，４－トリアゾロ］［１，５－ａ］ピリジニル、２－オ
キソ－１，３－ベンズオキサゾリル、４－オキソ－３Ｈ－キナゾリニル、３－オキソ－［
１，２，４］－トリアゾロ［４，３－ａ］－２Ｈ－ピリジニル、５－オキソ－［１，２，
４］－４Ｈ－オキサジアゾリル、２－オキソ－［１，３，４］－３Ｈ－オキサジアゾリル
、２－オキソ－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－イミダゾリル、３－オキソ－２，４－ジヒドロ
－３Ｈ－１，２，４－トリアゾリル、などが挙げられる。ヘテロシクリル基およびヘテロ
アリール基に関して、３～１５個の原子を含有する環および環系が含まれ、１つから３つ
の環を形成する。
【００５６】
　「ハロゲン」は、フッ素、塩素、臭素およびヨウ素を称す。一般に塩素とフッ素が好ま
しい。ハロゲンが、アルキル基またはアルコキシ基に置換される場合、フッ素が最も好ま
しい（例えば、ＣＦ３ＯおよびＣＦ３ＣＨ２Ｏ）。
【００５７】
　本発明化合物は、１つ以上の不斉中心を含有でき、したがって、ラセミ体およびラセミ
混合物、単一鏡像体、ジアステレオマー混合物および個々のジアステレオマーとして生じ
得る。本発明の化合物は、式Ｉａに＊で印された炭素原子に１つの不斉中心を有する。さ
らなる不斉中心は、分子上の種々の置換基の性質に依って存在し得る。このような各不斉
中心は独立して、２種の光学異性体を生じ、混合物において、また精製または部分的精製
化合物として可能な光学異性体およびジアステレオマーの全てが、本発明の範囲内に含ま
れることが意図されている。本発明は、これらの化合物のこのような異性体の全てを含む
ことを意味する。
【００５８】
　本明細書に記載された化合物の幾つかは、オレフィン系二重結合を含み、他に特定しな
い限り、ＥおよびＺの幾何異性体双方を含むことを意味する。
【００５９】
　本明細書に記載された化合物の幾つかは、１つ以上の二重結合のシフトにより伴う異な
る水素結合点を有する互変異性体として存在し得る。例えば、ケトンおよびそのエノール
体はケト－エノール互変異性体である。個々の互変異性体ならびにそれらの混合物は、本
発明化合物と共に包含される。
【００６０】
　式Ｉは、好ましい立体化学のない化合物のクラスの構造を示している。式Ｉａは、これ
らの化合物が調製されるアルファ－アミノ酸のアミノ基を結合している炭素原子において
好ましい立体化学を示している。
【００６１】
　これらのジアステレオマーの独立した合成またはこれらのクロマトグラフィー分離は、
当業界に知られているとおり、本明細書に開示された方法論の適切な修飾により達成し得
る。これらの絶対立体化学は、必要ならば、知られた絶対配置の不斉中心を含有する試薬
により誘導される結晶性生成物または結晶性中間体のｘ線結晶学により決定できる。
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【００６２】
　所望ならば、化合物のラセミ混合物は、個々の鏡像異性体が単離されるように分離でき
る。この分離は、ラセミ混合物の化合物の鏡像異性的に純粋な化合物への結合など、当業
界によく知られた方法により実施でき、すなわち、ジアステレオマー混合物を形成し、次
いで分別再結晶またはクロマトグラフィーなどの標準的な方法により個々のジアステレオ
マーを分離する。前記結合反応は、鏡像異性的に純粋な酸または塩基を用いる塩類の形成
であることが多い。次にジアステレオマー誘導体は、付加されたキラル残基の開裂により
純粋な鏡像異性体に変換できる。化合物のラセミ混合物はまた、当業界によく知られてい
る方法である、キラル固定相を利用するクロマトグラフィー法により直接分離することが
できる。
【００６３】
　あるいは、化合物の任意の鏡像異性体は、当業界によく知られている方法により光学的
に純粋な出発物質または知られた立体配置の試薬を用いて、立体選択的な合成により得る
ことができる。
【００６４】
　本明細書に用いられる構造式Ｉの化合物への考慮としては、薬剤として許容できる塩類
、また、それらが、遊離化合物またはそれらの薬剤として許容できる塩類に対する前駆体
として、または他の合成操作において用いられる場合、製薬的に許容できない塩類をも含
むことを意味することが解されるであろう。
【００６５】
　本発明化合物は、薬剤として許容できる塩類の形態で投与できる。用語の「薬剤として
許容できる塩」は、無機または有機塩基および無機または有機酸を含む薬剤として許容で
きる非毒性塩基類または酸類から調製される塩類を称す。用語の「薬剤として許容できる
塩」内に包含される塩基化合物の塩類は、遊離塩基と好適な有機または無機酸との反応に
より一般に調製される本発明化合物の非毒性塩類を称す。本発明塩基化合物の代表的な塩
類としては、限定はしないが、以下のもの：酢酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、安息香酸塩
、重炭酸塩、重硫酸塩、重酒石酸塩、ホウ酸塩、臭化物、カンシレート、炭酸塩、塩化物
、クラブラン酸塩、クエン酸塩、二塩酸塩、エデト酸塩、エジシレート、エストレート、
エシレート、フマル酸塩、グルセプテート、グルコン酸塩、グルタミン酸塩、グリコリル
アルサニレート、ヘキシルレゾルシネート、ヒドラバミン、臭化水素酸塩、塩酸塩、ヒド
ロキシナフト酸塩、ヨウ化物、イソチオネート、乳酸塩、ラクトビオネート、ラウリン酸
塩、リンゴ酸塩、マレイン酸塩、マンデル酸塩、メシル酸塩、臭化メチル、硝酸メチル、
硫酸メチル、粘液酸塩、ナプシレート、硝酸塩、Ｎ－メチルグルカミンアンモニウム塩、
オレイン酸塩、シュウ酸塩、パモエート（エンボネート）、パルミチン酸塩、パントテン
酸塩、リン酸塩／二リン酸塩、ポリガラクチュロネート、サリチル酸塩、ステアリン酸塩
、硫酸塩、塩基性酢酸塩、コハク酸塩、タンニン酸塩、酒石酸塩、テオクレート、トシレ
ート、トリエチオジドおよび吉草酸塩が挙げられる。さらに本発明化合物が、酸性部分を
有している場合、好適な薬剤として許容できるそれらの塩類は、限定はしないが、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、マ
ンガン、第二マンガン、第一マンガン、カリウム、ナトリウム、亜鉛などを含む無機塩基
から誘導される塩類が挙げられる。アンモニウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、カ
リウム塩、およびナトリウム塩が特に好ましい。薬剤として許容できる有機非毒性塩基類
から誘導された塩類としては、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、プリン類、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、第二級および第三級アミン類、環
式アミン類、および塩基性イオン交換樹脂が挙げられる。
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【００６６】
　また、本発明化合物に存在するカルボン酸（－ＣＯＯＨ）基またはアルコール基の場合
において、メチル、エチル、またはピバロイルオキシメチルなどのカルボン酸誘導体の薬
剤として許容できるエステル類、またはアセテートまたはマレエートなどのアルコール類
のアシル誘導体を使用できる。持続放出またはプロドラッグ製剤として使用のための溶解
度または加水分解特性を変更するために当業界に知られているこれらのエステル類および
アシル基が含まれる。
【００６７】
　溶媒和、特に構造式Ｉの化合物の水和物は、さらに本発明に含まれる。
【００６８】
　本発明の例示としては、実施例および本明細書に開示された化合物の使用である。
【００６９】
　対象化合物は、ジペプチジルペプチダーゼＩＶ酵素を阻害する方法に有用であり、この
ような阻害を必要とする哺乳動物などの患者に前記化合物の有効量の投与を含む。本発明
は、ジペプチジルペプチダーゼＩＶ酵素活性の阻害剤として本明細書に開示された化合物
の使用に関する。
【００７０】
　ヒトなどの霊長類に加えて、種々の他の哺乳動物を、本発明の方法により治療できる。
例えば、限定はしないが、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、イヌ、ネコ、モルモット、ラット
または他のウシ種、ヒツジ種、ウマ種、イヌ種、ネコ種、げっ歯類種またはマウス種など
の哺乳動物を治療できる。しかしながら、この方法は、鳥類種（例えば、ニワトリ）など
の他の種にも実施できる。
【００７１】
　本発明はさらに、本発明化合物と薬剤として許容できる担体または希釈剤とを組み合わ
せることを含む、ヒトおよび動物におけるジペプチジルペプチダーゼＩＶ酵素を阻害する
薬剤の製造方法に関する。
【００７２】
　本発明の方法において治療を受ける対象は、ジペプチジルペプチダーゼＩＶ酵素の阻害
が望まれる、一般に哺乳動物、好ましくは人間の男性または女性である。用語の「治療有
効量」とは、研究者、獣医、医師または他の臨床医により求められる組織、系、動物また
はヒトの生物学的応答または医学的応答を引き出す対象化合物量を意味する。
【００７３】
　本明細書に用いられる用語の「組成物」は、特定量の特定成分を含む製品、ならびに特
定量で特定成分の組合せから直接的または間接的に生じる任意の製品を包含することが意
図されている。薬剤組成物に関連するこのような用語は、有効成分（１種または複数種）
および担体（１種または複数種）を構成する不活性成分を含む、ならびに任意の２種以上
の成分の組合せ、複合体生成または凝集、または１種以上の成分の解離、１種以上の成分
の他のタイプの反応または相互作用から直接的または間接的に生じる任意の製品を包含す
ることが意図されている。したがって、本発明の薬剤組成物は、本発明化合物と薬剤とし
て許容できる担体とを混合することにより作製された任意の組成物を包含する。「薬剤と
して許容できる」とは、製剤の他の成分と適合しなければならず、その受容個体に対し有
害であってはならない担体、希釈剤または賦形剤を意味する。
【００７４】
　用語の化合物「の投与」およびまたは化合物を「投与する」は、本発明化合物または本
発明化合物のプロドラッグを、治療を必要とする個体に提供することを意味するものと解
されるべきである。
【００７５】
　ジペプチジルペプチダーゼＩＶ酵素活性の阻害剤として本発明による化合物の有用性は
、当業界に知られた方法論により示すことができる。阻害定数は、以下のとおり決定され
る。連続蛍光定量的アッセイは、蛍光ＡＭＣ遊離基を遊離させるためにＤＰ－ＩＶにより
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解離される、基質Ｇｌｙ－Ｐｒｏ－ＡＭＣを使用する。この反応を記載する動力学的パラ
メータは、以下のとおりである：Ｋｍ＝５０μＭ；Ｋｃａｔ＝７５ｓ－１；Ｋｃａｔ／Ｋ

ｍ＝１．５ｘ１０６Ｍ－１ｓ－１。典型的な反応は、全反応容量が１００μｌで約５０ｐ
Ｍ酵素、５０μＭ　Ｇｌｙ－Ｐｒｏ－ＡＭＣ、および緩衝液（１００ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、
ｐＨ７．５、０．１ｍｇ／ｍｌ　ＢＳＡ）を含む。ＡＭＣの遊離は、３６０ｎｍの励起波
長および４６０ｎｍの発光波長を用いて９６ウェルプレート蛍光光度計において連続的に
モニターされる。これらの条件下、約０．８μＭ　ＡＭＣが、２５℃、３０分で生成する
。これらの試験に用いられる酵素は、バキュロウィルス発現系（Ｂａｃ－Ｔｏ－Ｂａｃ、
Ｇｉｂｃｏ　ＢＲＬ）で産生された溶解性（膜内外ドメインおよび細胞質延長部は除外）
ヒト蛋白質であった。Ｇｌｙ－Ｐｒｏ－ＡＭＣおよびＧＬＰ－１の加水分解に関する速度
定数は、天然酵素に関する文献値に一致することが判った。化合物の解離定数を測定する
ために、ＤＭＳＯ中の阻害剤溶液を、酵素および基質を含有する反応液に加えた（最終Ｄ
ＭＳＯ濃度は１％である）。全実験は、上記の標準的反応条件を用いて室温で実施された
。解離定数（Ｋｉ）を決定するために、反応速度は、競合的阻害に関するＭｉｃｈａｅｌ
ｉｓ－Ｍｅｎｔｏｎ式に対する非線形回帰により適合させた。解離定数の再現性における
誤差は、一般に２倍未満であった。
【００７６】
　特に、以下の例の化合物は、前述のアッセイにおいて、一般に約１μＭ未満のＩＣ５０

を有するジペプチジルペプチダーゼＩＶ酵素の阻害活性があった。このような結果は、ジ
ペプチジルペプチダーゼ－ＩＶ酵素活性阻害剤としての使用における前記化合物の固有活
性を示している。
【００７７】
　ジペプチジルペプチダーゼＩＶ酵素（ＤＰ－ＩＶ）は、広範囲の生物学的機能に関係が
ある細胞表面蛋白質である。これは、広範囲の組織（腸、腎臓、肝臓、膵臓、胎盤、胸腺
、脾臓、上皮細胞、血管内皮、リンパ球および骨髄細胞、血清）に分布しており、ならび
に異なる組織および細胞タイプの発現レベルを有している。ＤＰ－ＩＶは、Ｔ細胞活性化
マーカーＣＤ２６と同一であり、インビトロで多数の免疫抑制、エンドクリン、および神
経系ペプチド類を開裂することができる。このことは、ヒトまたは他の種における種々の
疾患において、このペプチダーゼの潜在的役割を示唆している。
【００７８】
　したがって、対象化合物は、以下の疾患、障害および状態の予防または治療のための方
法に有用である。
【００７９】
　ＩＩ型糖尿病および関連障害：インクレチンＧＬＰ－１およびＧＩＰは、インビボでＤ
Ｐ－ＩＶにより迅速に不活化されることが十分に確立されている。ＤＰ－ＩＶ（－／－）

－欠損マウスによる試験および予備的臨床試験は、ＤＰ－ＩＶ阻害が、ＧＬＰ－１および
ＧＩＰの定常状態濃度を増加させ、耐糖性を改善することを示している。ＧＬＰ－１およ
びＧＩＰと類似して、グルコース調節に関与している他のグルカゴンファミリーペプチド
類もまた、ＤＰ－ＩＶ（例えば、ＰＡＣＡＰ）により不活化され易い。ＤＰ－ＩＶによる
これらのペプチド類不活化はまた、グルコースホメオスタシスの役割を演じることができ
る。したがって、本発明のＤＰ－ＩＶ阻害剤は、ＩＩ型糖尿病の治療、および代謝症候群
Ｘ、反応性低血糖症、および糖尿病性異脂肪血症など、ＩＩ型糖尿病にしばしば伴う多数
の状態の治療と予防における有用性を有する。以下に検討される肥満症は、本発明の化合
物による治療に応答し得るＩＩ型糖尿病にしばしば見られる他の状態である。
【００８０】
　以下の疾患、障害および状態は、２型糖尿病に関連しており、したがって、本発明化合
物を用いる治療によって、治療、調節または幾つかの場合において予防できる：（１）高
血糖症、（２）低耐糖性、（３）インスリン耐性、（４）肥満症、（５）脂質障害、（６
）異脂肪血症、（７）高脂血症、（８）高トリグリセリド血症、（９）高コレステロール
血症、（１０）低ＨＤＬ濃度、（１１）高ＬＤＬ濃度、（１２）アテローム性動脈硬化症
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およびその続発症、（１３）血管再狭窄、（１４）過敏腸症候群、（１５）クローン病お
よび潰瘍性大腸炎を含む炎症性腸疾患、（１６）他の炎症性状態、（１７）膵炎、（１８
）腹部肥満症、（１９）神経変性疾患、（２０）網膜症、（２１）腎障害、（２２）神経
障害、（２３）症候群Ｘ、（２４）卵巣高アンドロゲン症（多嚢胞性卵巣症候群）、およ
びインスリン耐性が構成要素である他の疾患。
【００８１】
　肥満症：ＤＰ－ＩＶ阻害剤は、肥満症の治療に有用であり得る。これは、食物摂取に対
する抑制効果の観察およびＧＬＰ－１とＧＬＰ－２の胃内容物排出に基づいている。ヒト
におけるＧＬＰ－１の外因性投与は、有意に食物摂取量を減少させ、胃内容物排出を遅ら
せる（Ａｍ．Ｊ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．、２７７：Ｒ９１０～Ｒ９１６ページ（１９９９））
。ラットおよびマウスにおけるＧＬＰ－１のＩＣＶ投与もまた、食物摂取量に対し大きな
効果がある（Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ、２：１２５４～１２５８ページ（１９９
６））。この摂食抑制は、ＧＬＰ－１Ｒ（－／－）マウスには見られず、これらの効果は
、脳ＧＬＰ－１受容体を介して媒介されることを示している。ＧＬＰ－１に類似して、Ｇ
ＬＰ－２もまたＤＰ－ＩＶにより制御され易い。ＧＬＰ－２のＩＣＶ投与もまた、ＧＬＰ
－１により見られた効果と類似して食物摂取量を抑制する（Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉ
ｎｅ、６：８０２～８０７ページ（２０００））。さらに、ＤＰ－ＩＶ欠損マウスによる
試験は、これらの動物が、食餌誘発性肥満症および関連病状（例えば、高インスリン血症
）に抵抗性であることを示唆している。
【００８２】
　成長ホルモン欠損症：ＤＰ－ＩＶ阻害は、成長ホルモン放出因子（ＧＲＦ）、すなわち
、脳下垂体前葉からの成長ホルモンの放出を刺激するペプチドがインビボでＤＰ－ＩＶ酵
素により開裂されるという仮説に基づいて、成長ホルモン欠損症の治療に有用となり得る
（ＷＯ　００／５６２９７）。以下のデータは、ＧＲＦが、内因性物質であるという証拠
を提供する：（１）ＧＲＦは、インビトロで効率的に開裂されて不活性な生成物ＧＲＦ［
３－４４］を生じる（ＢＢＡ１１２２：１４７～１５３ページ（１９９２））；（２）Ｇ
ＲＦは、血漿中でＧＲＦ［３－４４］に迅速に分解される；このことは、ＤＰ－ＩＶ阻害
剤ジプロチンＡによって防止される；および（３）ＧＲＦ［３－４４］は、ヒトＧＲＦ形
質転換ブタの血漿中に見られる（Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖｅｓｔ．、８３：１５３３～１５
４０ページ（１９８９））。したがって、ＤＰ－ＩＶ阻害剤は、成長ホルモン分泌促進物
質に関して考慮されている、同じ適応スペクトルに有用となり得る。
【００８３】
　腸障害：腸障害の治療のためにＤＰ－ＩＶ阻害剤を用いる可能性は、ＤＰ－ＩＶに関し
て恐らく内因性の物質であるグルカゴン様ペプチド－２（ＧＬＰ－２）が腸管上皮に対し
て栄養効果を示し得ることを示す試験結果により示唆される（Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ　Ｐ
ｅｐｔｉｄｅｓ、９０：２７～３２ページ（２０００））。ＧＬＰ－２の投与は、げっ歯
類において小腸質量を増加させ、大腸炎および腸炎のげっ歯類モデルにおいて腸障害を減
衰させる。
【００８４】
　免疫抑制：ＤＰ－ＩＶ阻害剤は、Ｔ細胞活性化ならびにケモカイン処理におけるＤＰ－
ＩＶ酵素、および疾患のインビボモデルにおけるＤＰ－ＩＶ阻害剤有効性に関係する試験
に基づいて、免疫応答の調整に関して有用であり得る。ＤＰ－ＩＶは、活性化免疫細胞の
細胞表面マーカーであるＣＤ２６と同一であることが示されている。ＣＤ２６の発現は、
免疫細胞の分化および活性化状態により制御される。ＣＤ２６は、Ｔ細胞活性化のインビ
トロモデルにおける共刺激分子として作用することが一般に受け入れられている。多数の
ケモカイン類は、恐らく非特異的アミノペプチダーゼ類による分解を防ぐために、前末端
基位置にプロリンを含有する。これらの多くは、インビトロでＤＰ－ＩＶにより処理され
ることが示されている。幾つかの場合（ＲＡＮＴＥＳ、ＬＤ７８－ベータ、ＭＤＣ、エオ
タキシン（ｅｏｔａｘｉｎ）、ＳＤＦ－１アルファ）において、開裂により、化学走性お
よびシグナル化アッセイにおいて活性の変化が生じる。受容体選択性もまた、幾つかの場
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合（ＲＡＮＴＥＳ）において変更されると思われる。多数のケモカイン類の複数のＮ末端
切断体は、ＤＰ－ＩＶ加水分解の予測生成物など、インビトロの細胞培養系において確認
されている。
【００８５】
　ＤＰ－ＩＶ阻害剤は、移植術および関節炎の動物モデルにおいて有効な免疫抑制剤であ
ることが示されている。ＤＰ－ＩＶの不可逆的阻害剤であるプロジピン（Ｐｒｏ－Ｐｒｏ
－ジフェニル－ホスフェート）は、７日目から１４日目のラットにおいて心臓同種移植の
生存が、倍加することが示された（Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ、６３：１４９５～
１５００ページ（１９９７））。ＤＰ－ＩＶ阻害剤は、ラットにおけるコラーゲンおよび
アルキルジアミン誘導関節炎において試験され、このモデルにおける後足腫脹の統計的に
有意な減衰を示した［Ｉｎｔ．Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ、１９：１５
～２４ページ（１９９７）およびＩｍｍｕｎｏｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ、４０：２１～
２６ページ（１９９８）］。ＤＰ－ＩＶは、リューマチ様関節炎、多発性硬化症、グレー
ブス病、および橋本甲状腺炎など多数の自己免疫疾患においてアップレギュレートされる
（Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ　Ｔｏｄａｙ、２０：３６７～３７５ページ（１９９９））。
【００８６】
　ＨＩＶ感染：ＨＩＶ細胞エントリーを阻害する多くのケモカイン類が、ＤＰ－ＩＶに関
する潜在的な基質であるので、ＤＰ－ＩＶ阻害は、ＨＩＶ感染またはＡＩＤＳの治療また
は予防に有用である（Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ　Ｔｏｄａｙ、２０：３６７～３７５ページ
（１９９９））。ＳＤＦ－１アルファの場合、開裂により抗ウィルス活性を減少させる（
ＰＮＡＳ、９５：６３３１～６ページ（１９９８））。したがって、ＤＰ－ＩＶの阻害に
よるＳＤＦ－１アルファの安定化により、ＨＩＶ感染性を減少させることが期待されるで
あろう。
【００８７】
　造血：ＤＰ－ＩＶは、造血に関与し得るので、ＤＰ－ＩＶ阻害は、造血の治療または予
防に有用となり得る。ＤＰ－ＩＶ阻害剤であるＶａｌ－Ｂｏｒｏ－Ｐｒｏは、シクロホス
ファミド誘導好中球減少症のマウスモデルにおいて造血を刺激した。
【００８８】
　ニューロン障害：多種のニューロン処理に関係する多数のペプチド類がＤＰ－ＩＶによ
りインビトロで開裂されることから、ＤＰ－ＩＶ阻害は、種々のニューロン障害または精
神障害の治療または予防に有用となり得る。このように、ＤＰ－ＩＶ阻害剤は、ニューロ
ン障害の治療に治療的利点を有し得る。エンドモルフィン－２、ベータ－カソモルフィン
、および物質Ｐの全ては、ＤＰ－ＩＶに関するインビトロ基質であることが示されている
。全ての場合において、インビトロ開裂は、１０６Ｍ－１ｓ－１超のＫｃａｔ／Ｋｍを有
し、極めて効率的である。ラットにおける痛覚消失の電気ショックジャンプ試験モデルに
おいて、ＤＰ－ＩＶ阻害剤は、外因性エンドモルフィン－２の存在に依存する有意な効果
を示した（Ｂｒａｉｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、８１５：２７８～２８６ページ（１９９９）
）。
【００８９】
　ＤＰ－ＩＶ阻害剤の神経保護効果および神経発生効果もまた、興奮毒性細胞死から運動
性ニューロンを保護し、ＭＰＴＰと同時投与の場合、ドーパミン作動性ニューロンの線条
体の神経支配を保護し、ＭＰＴＰ治療後の療法様式で供与される場合、線条体の神経支配
密度の回復を促進する前記阻害剤の能力により示された［Ｙｏｎｇ－Ｑ．Ｗｕら、「Ｎｅ
ｕｒｏｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ　ｏｆ　Ｄ
ｉｐｅｐｔｉｄｙｌ　Ｐｅｐｔｉｄａｓｅ－ＩＶ　Ｉｎ　Ｖｉｔｒｏ　ａｎｄ　Ｉｎ　Ｖ
ｉｖｏ」、Ｉｎｔ．Ｃｏｎｆ．Ｏｎ　Ｄｉｐｅｐｔｉｄｙｌ　Ａｍｉｎｏｐｅｐｔｉｄａ
ｓｅｓ：Ｂａｓｉｃ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎｓ、２００２年９月２６～２９日（独国ベルリン）を参照］。
【００９０】
　腫瘍侵襲と転移：ＤＰ－ＩＶを含む数種のエクトペプチダーゼ類の発現増加または減少
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が、正常細胞の悪性表現型の変換時に見られたことから、ＤＰ－ＩＶ阻害は、腫瘍侵襲と
転移の治療または予防に有用となり得る（Ｊ．Ｅｘｐ．Ｍｅｄ．、１９０：３０１～３０
５ページ（１９９９））。これらの蛋白質のアップ－またはダウン－レギュレーションは
、組織タイプおよび細胞タイプ特異的であると思われる。例えば、ＣＤ２６／ＤＰ－ＩＶ
発現増加は、Ｔ細胞リンパ腫、Ｔセル急性リンパ球性白血病、細胞由来甲状腺癌、基底細
胞癌、および乳癌に対し見られる。したがって、ＤＰ－ＩＶ阻害剤は、このような癌の治
療に有用であり得る。
【００９１】
　良性前立腺肥大：ＤＰ－ＩＶ活性増加が、患者の前立腺組織においてＢＰＨにより特筆
されたことから、ＤＰ－ＩＶ阻害は、良性前立腺肥大の治療または予防に有用となり得る
（Ｅｕｒ．Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｃｈｅｍ．Ｃｌｉｎ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．３０：３３３～３３８
ページ（１９９２））。
【００９２】
　精子運動／男性避妊：精液中において、プロステートソーム、精子運動に重要な前立腺
由来細胞小器官が、ＤＰ－ＩＶ活性の極めて高いレベルを有していることから、ＤＰ－Ｉ
Ｖ阻害は、精子運動の変更および男性避妊に有用となり得る（Ｅｕｒ．Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｃ
ｈｅｍ．Ｃｌｉｎ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．３０：３３３～３３８ページ（１９９２））。
【００９３】
　歯肉炎：ＤＰ－ＩＶ活性が、歯肉溝液中、および歯周病重症度に関連した幾つかの研究
に観察されたことから、ＤＰ－ＩＶ阻害は、歯肉炎の治療に有用となり得る（Ａｒｃｈ．
Ｏｒａｌ　Ｂｉｏｌ．、３７：１６７～１７３ページ（１９９２））。
【００９４】
　骨粗鬆症：ＧＩＰ受容体が、骨芽細胞に存在することから、ＤＰ－ＩＶ阻害は、骨粗鬆
症の治療または予防に有用となり得る。
【００９５】
　本発明の化合物は、１つ以上の以下の状態または疾患を治療または予防する上で有用性
を有している：（１）高血糖症、（２）低耐糖性、（３）インスリン耐性、（４）肥満症
、（５）脂質障害、（６）異脂肪血症、（７）高脂血症、（８）高トリグリセリド血症、
（９）高コレステロール血症、（１０）低ＨＤＬ濃度、（１１）高ＬＤＬ濃度、（１２）
アテローム性動脈硬化症およびその続発症、（１３）血管再狭窄、（１４）過敏腸症候群
、（１５）クローン病および潰瘍性大腸炎を含む炎症性腸疾患、（１６）他の炎症性状態
、（１７）膵炎、（１８）腹部肥満症、（１９）神経変性疾患、（２０）網膜症、（２１
）腎障害、（２２）神経障害、（２３）症候群Ｘ、（２４）卵巣高アンドロゲン症（多嚢
胞性卵巣症候群）、（２５）ＩＩ型糖尿病、（２６）成長ホルモン欠損症、（２７）好中
球減少症、（２８）ニューロン障害、（２９）腫瘍転移、（３０）良性前立腺肥大症、（
３２）歯肉炎、（３３）高血圧、（３４）骨粗鬆症、およびＤＰ－ＩＶの阻害によって治
療または予防され得る他の状態。
【００９６】
　対象化合物はさらに、他の薬剤と併用して前述の疾患、障害および状態の予防法または
治療法に有用である。
【００９７】
　本発明の化合物は、式Ｉの化合物または他の薬物が有用性を有し得る疾患または状態の
治療、予防、抑制または改善において１種以上の他の薬物と併用して用いることができ、
前記薬物との併用が、いずれか一方の薬物単独よりも安全または有効である。したがって
、このような他の薬物（１種または複数種）は、式Ｉの化合物と同時に、または連続的に
通常使用される経路および量で投与できる。式Ｉの化合物が、１種以上の他の薬物と同時
に用いられる場合、このような他の薬物と式Ｉの化合物とを含有する単位剤形の薬剤組成
物が好ましい。しかしながら、前記併用療法は、式Ｉの化合物と１種以上の他の薬物とが
、異なった重なりスケジュールで投与される療法をも含む。また、１種以上の他の有効成
分と併用して用いられる場合、本発明化合物と他の有効成分が、各々が単独で用いられる
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場合よりも低用量で使用し得ることが考慮されている。したがって、本発明の薬剤組成物
としては、式Ｉの化合物に加えて１種以上の他の有効成分を含有するものが挙げられる。
【００９８】
　式Ｉの化合物と併用して投与でき、また、別々に投与されるか、または同じ薬剤組成物
で投与できる他の有効成分の例としては、限定はしないが、以下のものが挙げられる：
（ａ）他のジペプチジルペプチダーゼＩＶ（ＤＰ－ＩＶ）阻害剤；
（ｂ）（ｉ）グリタゾン類（例えば、トログリタゾン、ピオグリタゾン、エングリタゾン
、ＭＣＣ－５５５、ロシグリタゾンなど）などのＰＰＡＲγアゴニストおよびＫＲＰ－２
９７などのＰＰＡＲα／γデュアルアゴニスト、フェノフィブリック酸誘導体（ゲンフィ
ブロジル、クロフィブレート、フェノフィブレートおよびベンザフィブレート）などのＰ
ＰＡＲαアゴニスト、などの他のＰＰＡＲリガンド類、（ｉｉ）メトフォルミンおよびフ
ェンホルミンなどのビグアニド類、および（ｉｉｉ）蛋白チロシンホスファターゼ－１Ｂ
（ＰＴＰ－１Ｂ）阻害剤を含むインスリン感作物質；
（ｃ）インスリンまたはインスリン擬似物質；
（ｄ）トルブタミドグリブリド、グリピジド、グリメピリド、およびレパグリニドなどの
メグリチニド類など、スルホニル尿素または他のインスリン分泌促進物質；
（ｅ）α－グルコシダーゼ阻害剤（アカルボースおよびミグリトールなど）；
（ｆ）ＷＯ　９８／０４５２８、ＷＯ　９９／０１４２３、ＷＯ　００／３９０８８、お
よびＷＯ　００／６９８１０に開示されたものなどのグルカゴン受容体アンタゴニスト類
；
（ｇ）ＷＯ００／４２０２６およびＷＯ００／５９８８７に開示されたものなどのＧＬＰ
－１、ＧＬＰ－１擬似物質、またはＧＬＰ－１受容体アゴニスト類；
（ｈ）ＷＯ００／５８３６０に開示されたものなどのＧＩＰ、ＧＩＰ擬似物質、ＧＩＰ受
容体アゴニスト類； 
（ｉ）ＷＯ　０１／２３４２０に開示されたものなどのＰＡＣＡＰ、ＰＡＣＡＰ擬似物質
、またはＰＡＣＡＰ受容体アゴニスト類；
（ｊ）（ｉ）ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害剤（ロバスタチン、シンバスタチン、プラ
バスタチン、セリバスタチン、フルバスタチン、アトルバスタチン、イタバスタチン、ロ
スバスタチン、および他のスタチン類）、（ｉｉ）金属イオン封鎖剤（コレスチラミン、
コレスチポール、および架橋デキストランのジアルキルアミノアルキル誘導体）、（ｉｉ
ｉ）ニコチニルアルコール、ニコチン酸またはその塩、（ｉｖ）フェノフィブリック酸誘
導体（ゲンフィブロジル、クロフィブレート、フェノフィブレートおよびベンザフィブレ
ート）などのＰＰＡＲαアゴニスト、（ｖ）ＫＲＰ－２９７などのＰＰＡＲα／γデュア
ルアゴニスト、（ｖｉ）ベータ－シトステロールおよびエゼチミベなどのコレステロール
吸収阻害剤、（ｖｉｉ）アシルＣｏＡ：アバシミベなどのコレステロールアシルトランス
フェラーゼ阻害剤、および（ｖｉｉｉ）プロブコールなどの抗酸化剤などのコレステロー
ル低下剤；
（ｋ）ＷＯ９７／２８１４９に開示されたものなどのＰＰＡＲδアゴニスト類；
（ｌ）フェンフルラミン、デキスフェンフルラミン、フェンテルミン、シブトラミン、オ
ルリスタット、ニューロペプチドＹ１またはＹ５アンタゴニスト類、ＣＢ１受容体インバ
ースアゴニスト類およびアンタゴニスト類、β３アドレナリン受容体アゴニスト類、メラ
ノコルチン受容体アゴニスト類、特にメラノコルチン－４受容体アゴニスト類、グレリン
アンタゴニスト類、およびメラニン濃厚ホルモン（ＭＣＨ）受容体アゴニスト類；などの
抗肥満性化合物；
（ｍ）回腸胆汁酸トランスポーター阻害剤；
（ｎ）アスピリン、非ステロイド系抗炎症薬、グルココルチコイド類、アズルフィジン、
および選択的シクロオキシゲナーゼ－２阻害剤などの炎症状態の使用に意図された薬剤；
および
（ｏ）ＡＣＥ阻害剤（エナラプリル、リシノプリル、カプトプリル、キナプリル、タンド
ラプリル）、Ａ－ＩＩ受容体ブロッカー類（ロサルタン、カンデサルタン、イルベサルタ
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ン、バルサルタン、テルミサルタン、エプロサルタン）、ベータブロッカー類およびカル
シウムチャネルブロッカー類などの降圧剤。
【００９９】
　構造式Ｉの化合物と組み合わせることができるジペプチジルペプチダーゼ－ＩＶ阻害剤
としては、ＷＯ　０３／００４４９８（２００３年１月１６日）；ＷＯ　０３／００４４
９６（２００３年１月１６日）；ＥＰ　１　２５８　４７６（２００２年１１月２０日）
；ＷＯ　０２／０８３１２８（２００２年１０月２４日）；ＷＯ　０２／０６２７６４（
２００２年８月１５日）；ＷＯ　０３／０００２５０（２００３年１月３日）；ＷＯ　０
３／００２５３０（２００３年１月９日）；ＷＯ　０３／００２５３１（２００３年１月
９日）；ＷＯ　０３／００２５５３（２００３年１月９日）；ＷＯ　０３／００２５９３
（２００３年１月９日）；ＷＯ　０３／０００１８０（２００３年１月３日）；およびＷ
Ｏ　０３／０００１８１（２００３年１月３日）に開示されているものが挙げられる。特
異的なＤＰ－ＩＶ阻害剤化合物としては、イソロイシンチアゾリジド；ＮＶＰ－ＤＰＰ７
２８；Ｐ３２／９８；およびＬＡＦ２３７が挙げられる。
【０１００】
　構造式Ｉの化合物と組み合わせることができる抗肥満症化合物としては、フェンフルラ
ミン、デキスフェンフルラミン、フェンテルミン、シブトラミン、オルリスタット、ニュ
ーロペプチドＹ１またはＹ５アンタゴニスト類、カンナビノイドＣＢ１受容体アンタゴニ
スト類およびインバースアゴニスト類、メラノコルチン受容体アゴニスト類、特にメラノ
コルチン－４受容体アゴニスト類、グレリンアンタゴニスト類、およびメラニン濃厚ホル
モン（ＭＣＨ）受容体アゴニスト類が挙げられる。構造式Ｉの化合物と組み合わせること
ができる抗肥満症化合物のレビューに関しては、Ｓ．Ｃｈａｋｉら、「Ｒｅｃｅｎｔ　ａ
ｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　ｆｅｅｄｉｎｇ　ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｎｇ　ａｇｅｎｔｓ：ｐｏ
ｔｅｎｔｉａｌ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ｓｔｒａｔｅｇｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｔｒｅ
ａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｏｂｅｓｉｔｙ」、Ｅｘｐｅｒｔ　Ｏｐｔｉｎ．Ｔｈｅｒ．Ｐａｔ
ｅｎｔｓ、１１：１６７７～１６９２ページ（２００１）ならびにＤ．Ｓｐａｎｓｗｉｃ
ｋおよびＫ．Ｌｅｅ、「Ｅｍｅｒｇｉｎｇ　ａｎｔｉｏｂｅｓｉｔｙ　ｄｒｕｇｓ」、Ｅ
ｘｐｅｒｔ　Ｏｐｉｎ．Ｅｍｅｒｇｉｎｇ　Ｄｒｕｇｓ、８：２１７～２３７ページ（２
００３）を参照されたい。
【０１０１】
　構造式Ｉの化合物と組み合わせることができるニューロペプチドＹ５アンタゴニスト類
としては、米国特許第６，３３５，３４５号（２００２年１月１日）およびＷＯ　０１／
１４３７６（２００１年３月１日）に開示されているものが挙げられ；具体的な化合物と
しては、ＧＷ　５９８８４Ａ；ＧＷ　５６９１８０Ａ；ＬＹ３６６３７７；およびＣＧＰ
－７１６８３Ａとして特定される。
【０１０２】
　構造式Ｉの化合物と組み合わせることができるカンナビノイドＣＢ１受容体アンタゴニ
スト類としては、ＰＣＴ公開ＷＯ　０３／００７８８７；リモナバントなどの米国特許第
５，６２４，９４１号；ＳＬＶ－３１９などのＰＣＴ公開ＷＯ　０２／０７６９４９；米
国特許第６，０２８，０８４号；ＰＣＴ公開ＷＯ　９８／４１５１９；ＰＣＴ公開ＷＯ　
００／１０９６８；ＰＣＴ公開ＷＯ　９９／０２４９９；米国特許第５，５３２，２３７
号；および米国特許第５，２９２，７３６号に開示されているものが挙げられる。
【０１０３】
　構造式Ｉの化合物と組み合わせることができるメラノコルチン受容体アゴニスト類とし
ては、ＷＯ　０３／００９８４７（２００３年２月６日）；ＷＯ　０２／０６８３８８（
２００２年９月６日）；ＷＯ　９９／６４００２（１９９９年１２月１６日）；ＷＯ　０
０／７５６７９（２０００年１２月１４日）；ＷＯ　０１／７０７０８（２００１年９月
２７日）；およびＷＯ　０１／７０３３７（２００１年９月２７日）に開示されたもの、
ならびにＪ．Ｄ．Ｓｐｅａｋｅら、「Ｒｅｃｅｎｔ　ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｍｅｌａｎｏｃｏｒｔｉｎ－４　ｒｅｃｅｐｔｏｒ　ａ
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ｇｏｎｉｓｔｓ」、Ｅｘｐｅｒｔ　Ｏｐｔｉｎ．Ｔｈｅｒ．Ｐａｔｅｎｔｓ、１２：１６
３１～１６３８ページ（２００２）に開示されたものが挙げられる。
【０１０４】
　本発明化合物が、１種以上の他の薬物と同時に用いられる場合、本発明化合物に加えて
このような他の薬物を含有する薬剤組成物が好ましい。したがって、本発明の薬剤組成物
としては、本発明化合物に加えて１種以上の他の有効成分もまた含有するものが挙げられ
る。
【０１０５】
　第２の有効成分に対する本発明化合物の重量比は変化し、各成分の有効用量に依存する
。一般に、各々の有効用量が用いられる。したがって、例えば、本発明化合物が、他の薬
剤と併用される場合、他の薬剤に対する本発明化合物の重量比は、一般に約１０００：１
から約１：１０００、好ましくは約２００：１から約１：２００の範囲となる。本発明化
合物と他の有効成分との組合せはまた、一般に前述の範囲内にあるが、各々の場合、各有
効成分の有効用量を使用すべきである。
【０１０６】
　このような組合せにおいて、本発明化合物および他の有効薬剤は、別々にまたは同時に
投与できる。さらに、１つの要素の投与は、他の薬剤（１種または複数種）の投与前、投
与と同時に、または投与後であり得る。
【０１０７】
　本発明化合物は、経口、非経口（例えば、筋肉内、腹腔内、静脈内、ＩＣＶ、大槽内
または輸液、皮下注射、または移植）により、また、吸入スプレー投与経路、経鼻投与経
路、膣投与経路、直腸投与経路、舌下投与経路、または局所投与経路により投与でき、単
独、または各投与経路に適切な従来の非毒性の薬剤として許容できる担体、アジュバント
および媒体と一緒に製剤化できる。マウス、ラット、ウマ、ウシ、ヒツジ、イヌ、ネコ、
サルなどの温血動物に加えて、本発明の化合物は、ヒトへの使用に有効である。
【０１０８】
　本発明化合物の投与のための薬剤組成物は、好都合に単位剤形で供与でき、当業界によ
く知られた任意の方法により調製できる。全ての方法は、有効成分を１種以上の補助成分
を構成する担体と共に混合するステップを含んでいる。一般に、薬剤組成物は、有効成分
を、液体担体または微粉固体担体または双方と均一かつ均質に混合することにより調製さ
れ、次いで必要ならば、製造物を所望の製剤に形状化する。前記薬剤組成物において、有
効対象化合物は、疾患過程または疾患状態に対して所望の効果を生じさせるのに十分な量
が含まれる。本明細書に用いられる用語の「組成物」とは、特定量の特定成分を含む製造
物、ならびに特定量の特定成分の組合せから直接的または間接的に生じる任意の製造物を
包含することが意図されている。
【０１０９】
　有効成分を含有する薬剤組成物は、例えば、錠剤、トローチ剤、口内錠、水性または油
性懸濁剤、分散性粉剤または顆粒剤、乳化剤、硬質カプセル剤または軟質カプセル剤、ま
たはシロップ剤、エリキシル剤として経口使用に好適な形態であり得る。経口使用に意図
された組成物は、薬剤組成物の製造に関して当業界に知られた任意の方法に従って調製で
き、このような組成物は、製薬的に優れ、かつ味のよい製剤を提供するために、甘味剤、
風味剤、着色剤または防腐剤からなる群から選択される１種以上の試剤を含有してもよい
。錠剤は、錠剤の製造に好適な非毒性の薬剤として許容できる賦形剤と混合した有効成分
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、乳糖、リン
酸カルシウムまたはリン酸ナトリウムなどの不活性希釈剤；顆粒化剤および崩壊剤、例え
ば、トウモロコシ澱粉、またはアルギン酸；結合剤、例えば、澱粉、ゼラチンまたはアラ
ビアゴム、および潤滑剤、例えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸またはタル
ク、であり得る。前記錠剤は、非コーティングであり得るか、または胃腸管において崩壊
と吸収を遅らせるために、知られた技法によりコーティングされ、より長い時間にわたっ
て持続作用を提供し得る。例えば、モノステアリン酸グリセリルまたはジステアリン酸グ



(28) JP 4579239 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

リセリルなどの時間遅延物質が使用できる。それらはまた、米国特許第４，２５６，１０
８号；米国特許第４，１６６，４５２号；および米国特許第４，２６５，８７４号に記載
されている技法によりコーティングし、制御放出のため浸透療法錠剤を形成し得る。
【０１１０】
　経口使用のための製剤はまた、有効成分が、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、またはカオリンと混合する硬質ゼラチンカプセルとして、または
有効成分が、水媒体または油媒体、例えば、ピーナッツ油、液体パラフィン、またはオリ
ーブ油と混合する軟質ゼラチンカプセルとして提供し得る。
【０１１１】
　水性懸濁剤は、水性懸濁剤の製造に好適な賦形剤と混合した有効物質を含有する。この
ような賦形剤は、懸濁化剤、例えば、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、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、トラガカントゴムおよびアラビアゴムであり；分散剤または湿潤剤は、天然
ホスファチド、例えば、レシチン、またはアルキレンオキシドと、脂肪酸類、例えば、ス
テアリン酸ポリオキシエチレンとの縮合生成物、またはエチレンオキシドと、長鎖脂肪族
アルコール類、例えば、ヘプタデカエチレンオキシセタノールとの縮合生成物、またはエ
チレンオキシドと、脂肪酸類およびモノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビトールなど
のヘキシトールから誘導された部分エステル類との縮合生成物、またはエチレンオキシド
と、脂肪酸類およびヘキシトール無水物、例えば、モノオレイン酸ポリエチレンソルビタ
ンから誘導された部分エステル類との縮合生成物、であり得る。また、前記水性懸濁剤は
、１種以上の防腐剤、例えば、エチルｐ－ヒドロキシ安息香酸エチルまたはｎ－プロピル
、１種以上の着色剤、１種以上の風味剤、およびショ糖またはサッカリンなどの１種以上
の甘味剤を含むことができる。
【０１１２】
　油性懸濁剤は、植物油、例えば、ラッカセイ油、オリーブ油、ゴマ油またはヤシ油中、
または液体パラフィンなどの鉱油中、有効成分を懸濁することにより製剤化できる。油性
懸濁剤は、増粘剤、例えば、蜜蝋、固形パラフィンまたはセチルアルコールを含有し得る
。前述のものなどの甘味剤、および風味剤は、味のよい経口用製剤提供するために添加し
てもよい。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。
【０１１３】
　水の添加による水性懸濁剤の調製に好適な分散性粉末および顆粒は、分散化剤または湿
潤剤、懸濁化剤および１種以上の防腐剤と混合した有効成分を提供する。好適な分散化剤
または湿潤剤および懸濁化剤は、上記のものにより既に例示されている。追加の賦形剤、
例えば、甘味剤、風味剤および着色剤もまた存在し得る。
【０１１４】
　本発明の薬剤組成物はまた、水中油乳化剤の形態であり得る。油相は、植物油、例えば
、オリーブ油またはラッカセイ油、または鉱油、例えば、液体パラフィンまたはこれらの
混合物であり得る。好適な乳化剤は、天然ゴム類、例えば、アラビアゴムまたはトラガカ
ントゴム、天然ホスファチド、例えば、大豆、レシチン、脂肪酸類およびヘキシトール無
水物、例えば、モノオレイン酸ソルビタンとから誘導されたエステル類または部分エステ
ル類、および前記部分エステル類と、エチレンオキシドとの縮合生成物、例えば、モノオ
レイン酸ポリエチレンソルビタンであり得る。前記乳化剤はまた、甘味剤および風味剤を
含有し得る。
【０１１５】
　シロップ剤およびエリキシル剤は、甘味剤、例えば、グリセロール、プロピレングリコ
ール、ソルビトールまたはショ糖とで製剤化できる。このような製剤はまた、粘滑剤、防
腐剤、ならびに風味剤および着色剤を含有し得る。
【０１１６】
　前記薬剤組成物は、水性滅菌注射剤または油性懸濁剤の形態であり得る。この懸濁剤は
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、上に記述されているこれらの好適な分散化剤または湿潤剤および懸濁化剤を用いて、知
られた技術に従って製剤化できる。前記滅菌注射製剤は、非毒性の非経口的に許容できる
希釈剤または溶媒中、例えば、１，３－ブタンジオール中の溶液としての滅菌注射剤溶液
または懸濁剤であり得る。許容できる媒体および溶媒のうち、水、リンゲル液、および生
理食塩液が使用できる。さらに、滅菌不揮発性油は、溶媒または懸濁媒体として従来から
使用される。この目的のために、合成モノ－またはジグリセリド類など、任意の無刺激不
揮発性油が使用できる。さらに、オレイン酸などの脂肪酸類は、注射剤の調製に使用され
る。
【０１１７】
　本発明の化合物はまた、薬物の直腸投与用に坐剤の形態で投与できる。前記薬物と、常
温で固体であるが直腸温度で液体であり、したがって薬物を放出するために直腸内で融解
する好適な非刺激性賦形剤とを混合することにより、これらの坐剤が調製できる。このよ
うな物質は、カカオバターおよびポリエチレングリコール類である。
【０１１８】
　局所投与のため、本発明の化合物を含有するクリーム剤、軟膏、ゼリー剤、液剤または
懸濁剤が使用される（この適用目的のため、局所適用は、うがい薬および含そう薬を含む
）。
【０１１９】
　本発明の薬剤組成物および方法は、上記病状の治療に通常適用される、本明細書に記載
された他の治療的有効化合物をさらに含み得る。
【０１２０】
　ジペプチジルペプチダーゼＩＶ酵素活性の阻害を必要とする状態の治療または予防にお
いて、適切な投与量は、単回投与または頻回投与で投与できる、一般に１日につき患者体
重１ｋｇ当たり約０．０１ｍｇから５００ｍｇである。好ましくは、この投与量は、１日
当たり約０．１ｍｇ／ｋｇから２５０ｍｇ／ｋｇであり；より好ましくは、１日当たり約
０．５ｍｇ／ｋｇから１００ｍｇ／ｋｇである。好適な投与量は、１日当たり約０．０１
ｍｇ／ｋｇから２５０ｍｇ／ｋｇ、１日当たり約０．０５ｍｇ／ｋｇから１００ｍｇ／ｋ
ｇ、または１日当たり約０．１ｍｇ／ｋｇから５０ｍｇ／ｋｇであり得る。この範囲内の
投与量は、１日当たり０．０５ｍｇ／ｋｇから０．５ｍｇ／ｋｇ、０．５ｍｇ／ｋｇから
５ｍｇ／ｋｇまたは５ｍｇ／ｋｇから５０ｍｇ／ｋｇであり得る。経口投与のため、前記
組成物は、１．０ｍｇから１０００ｍｇの有効成分、特に治療を受ける患者への症状によ
る投与量調整のために、１．０、５．０、１０．０、１５．０，２０．０，２５．０、５
０．０、７５．０、１００．０、１５０．０、２００．０、２５０．０、３００．０、４
００．０、５００．０、６００．０、７５０．０、８００．０、９００．０および１００
０．０ｍｇの有効成分を含有する錠剤形態で提供されることが好ましい。前記化合物は、
１日当たり１回から４回、好ましくは１日当たり１回または２回の投与計画で投与できる
。
【０１２１】
　本発明化合物が適用される真性糖尿病および／または高血糖症または高トリグリセリド
血症または他の疾患を治療または予防する場合、本発明化合物が、動物の体重１ｋｇ当た
り約０．１ｍｇから約１００ｍｇの毎日の投与量で投与され、好ましくは、毎日の単回投
与、または１日につき２回から６回の分割投与、または持続放出形態で投与される場合に
、一般に満足する結果が得られる。大動物の大部分に関して、毎日の全投与量は、約１．
０ｍｇから約１０００ｍｇ、好ましくは約１ｍｇから約５０ｍｇである。７０ｋｇの成人
の場合、毎日の全投与量は、一般に約７ｍｇから約３５０ｍｇとなる。この投与計画は、
最適の治療応答を提供するために調整し得る。
【０１２２】
　しかしながら、特定の患者への具体的な投与量および投与回数は、変えることができ、
使用される化合物の活性、その化合物の代謝安定性と作用の長さ、年齢、体重、全身の健
康状態、性別、治療食、投与様式と投与時間、排出率、併用薬、特定の状態の重症度、お
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よび治療を受ける宿主など、種々の因子に依存することが理解されるであろう。
【０１２３】
　本発明化合物を調製する幾つかの方法は、以下のスキームおよび実施例に例示される。
出発物質は、当業界に知られた手法によるか、または本明細書に説明された手法により作
製される。
【０１２４】
【化２９】

【０１２５】
　Ｒ１が水素であり、Ｚが窒素である式Ｉａの化合物の調製は、スキーム１に説明される
。商品として入手できるか、または、例えば、ジ－ｔ－ブチルジカーボネート（Ｐ＝Ｂｏ
ｃに相当）を用いる保護、および塩酸などの酸を含有するメタノールまたはエタノール中
のエステル化により対応するアミノ酸から容易に調製できるエステル１は、酢酸などの溶
媒中、５０ｐｓｉまでの圧で２時間から１６時間、酸化白金などの触媒を用いる接触還元
に供され、シクロヘキシル類縁体２を得る。化合物２のエステル官能基を除去し、カルボ
ン酸３を生成することができる。メチルまたはエチルなどのエステルの場合、これは、テ
トラヒドロフラン、メタノールまたは同様の溶媒混合混液などの極性溶媒中、水性水酸化
リチウムなどの塩基を用いるけん化により達成される。酸３は、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルム
アミド（ＤＭＦ）またはジクロロメタンなどの溶媒中、１－エチル－３－（３－ジメチル
アミノプロピル）－カルボジイミド（ＥＤＣ）、１－ヒドロキシベンゾトリアゾール（Ｈ
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プチド結合条件下、周囲温度で３時間から４８時間、複素環アミン４と結合させて中間体
５を得る。生じたアルコールを、例えば、Ｄｅｓｓ－Ｍａｒｔｉｎペリオジナン試薬を用
いて、ジクロロメタン中、周囲温度で１時間から５時間、ケトン体に酸化して中間体６を
得る。保護ケトン６を、ＴＨＦなどの溶媒中、周囲温度で５～２０時間、フェニルトリメ
チルアンモニウムペルブロミドで処理して中間体７を得る。次にα－ブロモケトン７を、
ＤＭＦなどの溶媒中、高温で３時間から４８時間、第一級アミド、第一級チオアミド、第
一級アミジン８と処理して中間体９（それぞれ、Ｙ＝Ｏ、Ｓ、またはＮ）を得る。Ｐ＝Ｂ
ｏｃである場合、複素環９は、ジクロロメタンまたはジオキサンなどの溶媒中、周囲温度
で０．５時間から３時間、ＴＦＡまたはＨＣｌなどの酸と、この化合物を撹拌することに
より脱保護できる。Ｐ＝Ｃｂｚである場合、９は、アセトニトリルなどの溶媒中、０℃ま
たは周囲温度で０．５時間から２時間ヨードトリメチルシランで脱保護できる。９の脱保
護により、Ｒ１が水素である最終化合物Ｉａを得る。この生成物を、必要ならば、再結晶
、粉砕、分取薄層クロマトグラフィー、Ｂｉｏｔａｇｅ（登録商標）によるなどのシリカ
ゲルフラッシュクロマトグラフィー、または逆相ＨＰＬＣにより、望ましくない副生成物
から精製する。ＨＰＬＣにより精製される化合物は、対応する塩として単離できる。ジア
ステレオマー混合物は、ＣｈｉｒａｌＣｅｌカラム（タイプＡＤ、ＡＳ、ＯＤ、またはＯ
Ｊ）を用いて分割できる。中間体の精製は、同様の様式で達成される。当業者により解さ
れるように、式Ｉａの鏡像異性的に純粋な化合物の調製に関して、鏡像異性的に純粋なア
ルファアミノ酸１を用いることができる。これらの化合物に関連する経路は、以下の引用
文献に見ることができる：Ｎｕｔｔら、Ｐｅｐｔｉｄｅｓ：Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ
　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ、Ｐｒｏｃｅｅｄ．ｏｆ　ｔｈｅ　９ｔｈ　Ａｍｅｒ．Ｐｅｐｔ．Ｓ
ｙｍｐ．、編集者Ｃ．Ｄｅｂｅｒら、Ｐｉｅｒｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社、イリノイ州ロ
ックフォード所在、４４１ページ（１９８５）、およびＢａｎｆｉら、Ｓｙｎ．Ｃｏｍｍ
ｕｎ、１９、１７８７～１７９９ページ（１９８９）。
【０１２６】
　第一級アミド、第一級チオアミド、第一級アミジン８は、商品として入手できるか、文
献上知られているか、または当業者に通常知られている種々の方法により調製できる。
【０１２７】
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【０１２８】
　Ｒ１がシアノであり、Ｚが窒素である式Ｉｂの化合物の合成は、スキーム２に説明され
る。酸３は、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）またはジクロロメタンなどの溶媒
中、１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）－カルボジイミド（ＥＤＣ）、１
－ヒドロキシベンゾトリアゾール（ＨＯＢＴ）、および塩基、一般にＮ，Ｎ－ジイソプロ
ピルエチルアミンを用いる標準的なペプチド結合条件下、周囲温度で３時間から４８時間
、複素環アミン１０と結合させて中間体１１を得る。中間体１１は、上記のスキーム１の
とおり保護複素環１４に変換される。次いで複素環１４は、極性溶媒、例えばジメチルホ
ルムアミド中、０℃から５０℃で１時間から１６時間シアヌル酸塩化物などの脱水剤で処
理してニトリル体を得る。次いで保護基を、例えばジクロロメタン中、トリフルオロ酢酸
により除去して所望の生成物Ｉｂを得る。
【０１２９】
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【化３１】

【０１３０】
　　Ｒ１が水素であり、Ｙが窒素である式Ｉｃの化合物の合成は、スキーム３に説明され
る。商品として入手できるか、または、例えば、ジ－ｔ－ブチルジカーボネート（Ｐ＝Ｂ
ｏｃに相当）を用いる保護、および塩酸などの酸を含有するメタノールまたはエタノール
中のエステル化により対応するアミノ酸から容易に調製できるエステル１５は、酢酸など
の溶媒中、５０ｐｓｉまでの圧で２時間から１６時間、酸化白金などの触媒を用いる接触
還元に供され、シクロヘキシル類縁体１６を得る。中間体１６は、上記のスキーム１に記
載されたとおり、所望の複素環Ｉｃに変換される。当業者により解されるように、式Ｉｃ
の鏡像異性的に純粋な化合物の調製に関して、鏡像異性的に純粋なアルファアミノ酸１５
を用いることができる。これらの化合物に関連する経路は、以下の引用文献に見ることが
できる：Ｎｕｔｔら、Ｐｅｐｔｉｄｅｓ：Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎ、Ｐｒｏｃｅｅｄ．ｏｆ　ｔｈｅ　９ｔｈ　Ａｍｅｒ．Ｐｅｐｔ．Ｓｙｍｐ．、編集者
Ｃ．Ｄｅｂｅｒら、Ｐｉｅｒｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社、イリノイ州ロックフォード所在
、４４１ページ（１９８５）、およびＢａｎｆｉら、Ｓｙｎ．Ｃｏｍｍｕｎ、１９、１７
８７～１７９９ページ（１９８９）。
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【０１３１】
　第一級アミド、第一級チオアミド、第一級アミジン２１は、商品として入手できるか、
文献上知られているか、または当業者に通常知られている種々の方法により調製できる。
【０１３２】
【化３２】

【０１３３】
　Ｒ１がシアノであり、Ｙが窒素である式Ｉｄの化合物の合成は、スキーム４に説明され
る。スキーム３に記載されたとおり調製された酸１７は、上記のスキーム２のとおり複素
環Ｉｄに変換する。
【０１３４】
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【化３３】

【０１３５】
　複素環１０は、商品として入手できるか、文献に知られているか、または当業者によく
知られている種々の方法により都合よく調製し得る。１つの通常の経路は、スキーム５に
説明され、Ｐが、ＢｏｃまたはＣｂｚなどのカルバメート保護基である酸２７と、ジクロ
ロメタンなどの溶媒中、１時間から１６時間Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドおよびＥＤＣ
または他の好適な結合剤との処理を含む。次に、生じた生成物２８を、ジオキサンなどの
溶媒中、水性水酸化アンモニアで処理する。例えば、Ｂｏｃの場合ジクロロメタン中ＴＦ
Ａとの処理により、またはＣｂｚの場合接触還元条件下で、保護基の除去により、中間体
１０を得る。酸誘導体２７は、商品として入手できるか、文献に知られているか、または
当業者によく知られている種々の方法により都合よく調製し得る。例えば、ＸがＣＨＦま
たはＣＦ３である場合、２７のメチルエステルの合成は、Ｄｅｍａｎｇｅら、Ｔｅｔｒａ
ｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．、３９、１１６９ページ（１９９８）に記載されている。
【０１３６】
　幾つかの場合、生成物Ｉまたは上記のスキームに説明される合成中間体は、例えば、Ｒ
２またはＲ７上の置換基の操作によりさらに修飾できる。これらの操作としては、限定は
しないが、当業者に通常知られている置換反応、還元反応、酸化反応、アルキル化反応、
アシル化反応、および加水分解反応が挙げられる。
【０１３７】

【化３４】

【０１３８】
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　このような操作の１つは、スキーム６に説明されており、アミノ複素環３０は、Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）またはジクロロメタンなどの溶媒中、周囲温度で３時
間から４８時間、ピリジンまたはＮ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミンなどの塩基存在下
、例えば、酸クロリド、活性カルボン酸、または塩化スルホニルによりアシル化され、Ｒ
置換アミノ複素環を得る。Ｂｏｃの場合、ジクロロメタン中ＴＦＡによる処理、またはＣ
ｂｚの場合、アセトニトリル中ヨードトリメチルシランとの処理による保護基の除去によ
り式Ｉｅの最終化合物を得る。
【０１３９】
【化３５】

【０１４０】
　他のこのような例は、スキーム７に説明される。ＹおよびＺがＮおよびＮ－Ｈである中
間体３１は、臭化アルキルまたはヨウ化アルキルなどのハロゲン化アルキルにより処理さ
れる。脱保護により、典型的には、異性体ＩｆおよびＩｇの混合物として生成物を得る。
【０１４１】
　幾つかの場合において、前述の反応スキームを実施する順序は、反応を促進するため、
または不必要な反応生成物を避けるために変わり得る。以下の例は、本発明を十分に理解
されるように提供される。これらの例は、説明のみのためであり、いかなる方法において
も本発明を限定するものとして解釈してはならない。
【０１４２】
（実施例）
　中間体１
【０１４３】

【化３６】

【０１４４】
メチル（２Ｓ）－［（ｔ－ブトキシカルボニル）アミノ］（４－ヒドロキシシクロヘキシ
ル）エタノエート
　２０ｍＬ（２３０ｍｍｏｌ）の塩化アセチルの４００ｍＬメタノール溶液に、０℃で２
０ｇ（１２０ｍｍｏｌ）の（Ｓ）－４－ヒドロキシフェニルグリシンを加えた。この混合
物を、周囲温度で１６時間撹拌し、４０℃で２時間加熱し、冷却して減圧濃縮した。水を
加え、この混合物を、ジクロロメタンで３回抽出した。有機相を合わせて、ブラインで洗
浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮して粗製のメチルエステル体を得た。この物
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質を、４００ｍＬのジクロロメタンに溶解し、２８．８ｇ（１３２ｍｍｏｌ）のジ－ｔ－
ブチルジカルボネートおよび３１．４ｍＬ（１８０ｍｍｏｌ）のＮ，Ｎ－ジイソプロピル
エチルアミン（ＤＩＥＡ）を加えた。混合物を周囲温度で２０時間撹拌し、減圧濃縮し、
４００ｍＬの酢酸エチルに溶解した。有機相を、飽和重炭酸ナトリウム溶液、水、および
ブラインで連続して洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した。粗製の固体を、
２００ｍＬの１：４のエーテル：ヘキサンで粉砕して３０ｇのＢｏｃカルバメート体を得
、これを３０ｍＬの酢酸に溶解した。この溶液に、２．２ｇの酸化白金（ＩＶ）を加え、
この反応液を水素（４８ｐｓｉ）雰囲気下で２時間振とうし、ろ過し、減圧濃縮した。粗
製物を、酢酸エチルに溶解し、飽和重炭酸ナトリウム溶液、水、およびブラインで連続し
て洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した。フラッシュクロマトグラフィー（
シリカゲル、ヘキサン中２０％から４０％酢酸エチル）により精製して、標題のシス化合
物を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ５．０５（ｂｄ、１Ｈ、Ｊ＝１
２Ｈｚ）、４．３３～４．２７（ｍ、１Ｈ）、４．０５（ｂｓ、１Ｈ）、３．７８（ｓ、
３Ｈ）、１．８９～１．７８（ｍ、２Ｈ）、１．６３～１．３８（ｍ、１６Ｈ）。溶出を
続けると標題のトランス化合物を得た。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ５
．０４（ｂｄ、１Ｈ、Ｊ＝１２Ｈｚ）、４．３０～４．２３（ｍ、１Ｈ）、３．７８（ｓ
、３Ｈ）、３．５９～３．５１（ｍ、１Ｈ）、２．０８～２．００（ｍ、２Ｈ）、１．７
９～１．５０（ｍ、３Ｈ）、１．４３（ｓ、９Ｈ）、１．３３～１．０４（ｍ、４Ｈ）。
【０１４５】
　中間体２
【０１４６】

【化３７】

【０１４７】
ｔ－ブチル［２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イル］－１－（４－ヒドロ
キシシクロヘキシル）－２－オキソエチル］カルバメート
　１０ｇ（３５ｍｍｏｌ）の中間体１の５２５ｍＬＴＨＦ溶液に、１７４ｍＬ（１７４ｍ
ｍｏｌ）の１Ｎ水酸化リチウム水溶液を加えた。この反応混合物を、周囲温度で２時間撹
拌してから、減圧濃縮した。残渣を４００ｍＬの５％塩酸で酸性にし、混合物を４００ｍ
Ｌの酢酸エチルで２回抽出した。有機相を合わせて、５００ｍＬの５％塩酸および５００
ｍＬのブラインで連続して洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過し、減圧濃縮した。２
．５ｇサンプル（１１ｍｍｏｌ）の粗製の酸を、１００ｍＬのジクロロメタンに溶解し、
９７８ｍｇ（１．２ｇ、９．２ｍｍｏｌ）の塩酸（Ｓ）－２－フルオロピロリドン（１．
８ｇ、９．６ｍｍｏｌ）、ＥＤＣ（１．２ｇ、９．２ｍｍｏｌ）、ＨＯＢｔ（１．２ｇ、
９．２ｍｍｏｌ）およびＤＩＥＡ（１．７ｍＬ、９．６ｍｍｏｌ）を加えた。反応混合物
を、窒素下、周囲温度で１２時間撹拌した。次にジクロロメタン（３００ｍＬ）を加え、
この反応混合物を、４００ｍＬの５％塩酸、４００ｍＬの飽和重炭酸ナトリウム水溶液お
よび４００ｍＬのブラインで連続して洗浄してから、硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過し、
減圧濃縮した。フラッシュクロマトグラフィー（シリカゲル、１００％酢酸エチルから１
０％メタノール／酢酸エチルの勾配溶出）により精製して、標題化合物を得た。ＭＳ３６
７．２（Ｍ＋２３）。
【０１４８】
　中間体３
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【０１４９】
【化３８】

【０１５０】
ｔ－ブチル［２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イル］－２－オキソ－１－
（４－オキソシクロヘキシル）エチル］カルバメート
　２．０ｇ（５．９ｍｍｏｌ）の中間体２の１００ｍＬジクロロメタン溶液に、２．７ｇ
（７．４ｍｍｏｌ）のＤｅｓｓ－Ｍａｒｔｉｎペリオジナン試薬を加えた。この反応混合
物を、周囲温度で３時間撹拌してから、５０ｍＬの飽和亜硫酸ナトリウム水溶液でクエン
チした。この混合物を５分間撹拌してから、５０ｍＬの飽和重炭酸ナトリウム水溶液を加
え、この混合物をさらに１５分間撹拌した。次に、有機相を、１００ｍＬの飽和亜硫酸ナ
トリウム水溶液、１００ｍＬの飽和重炭酸ナトリウム水溶液、および１００ｍＬのブライ
ンで連続して洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮した。フラッシュクロマトグラ
フィー（シリカゲル、勾配溶出、８０％酢酸エチル／へキサンから２０％メタノール／酢
酸エチル）により精製して、標題化合物を得た。ＭＳ２４３．１（Ｍ＋１－ＢＯＣ）。
【０１５１】
　中間体４
【０１５２】
【化３９】

【０１５３】
ベンジル［２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イル］－２－オキソ－１－（
４－オキソシクロヘキシル）エチル］カルバメート
　１．６ｇ（４．７ｍｍｏｌ）の中間体３に、２０ｍＬのジクロロメタンおよびトリフル
オロ酢酸の１：１混液を加えた。この溶液を３０分間撹拌してから、減圧濃縮した。この
粗製残渣に、６０ｍＬのＴＨＦに次いで２０ｍＬの飽和重炭酸ナトリウム水溶液および０
．６７ｍＬ（４．７ｍｍｏｌ）のクロロギ酸ベンジルを加えた。この反応混合物を、周囲
温度で９０分間撹拌した。酢酸エチル（２００ｍＬ）を加え、この溶液を２００ｍＬの水
、２００ｍＬの５％塩酸、および２００ｍＬのブラインで連続して洗浄し、硫酸ナトリウ
ムで乾燥し、ろ過し、減圧濃縮した。フラッシュクロマトグラフィー（シリカゲル、勾配
溶出、６０％酢酸エチル／へキサンから１００％酢酸エチル）により精製して、標題化合
物を得た。ＭＳ３７７．２（Ｍ＋１）。
【０１５４】
　中間体５
【０１５５】
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【化４０】

【０１５６】
ベンジル［１－（３－ブロモ－４－オキソシクロヘキシル）－２－［（３Ｓ）－３－フル
オロピロリジン－１－イル］－２－オキソエチル］カルバメート
　０．６９ｇ（１．８ｍｍｏｌ）の中間体４の２５ｍＬＴＨＦ溶液に、１．３２ｇ（３．
５ｍｍｏｌ）のフェニルトリメチルアンモニウムペルブロミドを０℃で加えた。反応混合
物を撹拌し、一晩ゆっくりと周囲温度に温めた。飽和重炭酸ナトリウム溶液（３５ｍＬ）
を加え、反応混合物を６０ｍＬの酢酸エチルで３回抽出した。有機相を合わせて、飽和重
炭酸ナトリウム水溶液およびブラインで洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過し、減圧
濃縮して標題化合物を得た。ＭＳ４５６．２（Ｍ＋１）。
【０１５７】
　中間体６
【０１５８】

【化４１】

【０１５９】
ベンジル｛（１Ｓ）－１－（２－アミノ－４，５，６，７－テトラヒドロ－１，３－ベン
ゾチアゾール－６－イル）－２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イル］－２
－オキソエチル｝カルバメート
　０．０８５ｇ（０．１９ｍｍｏｌ）の中間体５に、２ｍＬの無水エタノールと０．０２
９ｇ（０．３８ｍｍｏｌ）のチオ尿素を加え、反応混合物を、窒素下、８０℃で一晩撹拌
した。次いで反応混合物を室温に冷却し、減圧濃縮した。粗製物を、直接Ｇｉｌｓｏｎの
逆相分取ＨＰＬＣ（ＹＭＣ－Ｐａｃｋ　Ｐｒｏ　Ｃ１８、勾配溶出、２０ｍＬ／分で９分
の１０％アセトニトリル／水から９０％アセトニトリル／水）で精製してアミノチアゾー
ル体を得た。ＭＳ４３３．３（Ｍ＋１）。
【０１６０】
　中間体７
【０１６１】
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【化４２】

【０１６２】
ｔ－ブチル［（１Ｓ）－１－（２－アミノ－４，５，６，７－テトラヒドロ－１，３－ベ
ンゾチアゾール－６－イル）－２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イル］－
２－オキソエチル］カルバメート
　中間体７を、中間体５および６の手法に本質的に従って中間体３から形成した。ジアス
テレオマー混合物を、ＣｈｉｒａｌＣｅｌ　ＯＪ４．６ｘ２５０ｍｍ　１０ミクロンカラ
ム（７０％エタノール／ヘキサン）を用いて分割した。より速い溶出のジアステレオマー
に関して、ＭＳ３９９．５（Ｍ＋１）。より遅い溶出のジアステレオマーに関して、ＭＳ
３９９．５（Ｍ＋１）。
【実施例１】
【０１６３】

【化４３】

【０１６４】
６－［（１Ｓ）－１－アミノ－２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イル］－
２－オキソエチル］－４，５，６，７－テトラヒドロ－１，３－ベンゾチアゾール－２－
アミン、ビス－トリフルオロ酢酸塩
　中間体６を、ＣｈｉｒａｌＣｅｌ　ＯＪ４．６ｘ２５０ｍｍ　１０ミクロンカラム（７
０％エタノール／ヘキサン）を用いて分割して、中間体６のそれぞれの純粋なジアステレ
オマーを得た。
【０１６５】
　１ｍＬのアセトニトリルに溶解された１８ｍｇ（０．０４２ｍｍｏｌ）のより速い溶出
ジアステレオマーに、０．０３６ｍＬ（０．２５ｍｍｏｌ）のヨードトリメチルシランを
加えた。反応混合物を、周囲温度で３０分間撹拌してから、減圧濃縮した。粗製物を、直
接Ｇｉｌｓｏｎの逆相分取ＨＰＬＣ（ＹＭＣ－Ｐａｃｋ　Ｐｒｏ　Ｃ１８、勾配溶出、２
０ｍＬ／分で９分の１０％アセトニトリル／水から９０％アセトニトリル／水）で精製し
て１つのジアステレオマーの標題化合物を得た。ＭＳ２９９．０（Ｍ＋１）。中間体６の
遅い溶出のジアステレオマーから、同じ手法を用いて他のジアステレオマーの標題化合物
を得た。ＭＳ２９９．０（Ｍ＋１）。
【実施例２】
【０１６６】
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【化４４】

【０１６７】
［（１Ｓ）－２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イル］－１－（２－メチル
－４，５，６，７－テトラヒドロ－１，３－ベンゾチアゾール－６－イル）－２－オキソ
エチル］アミン、トリフルオロ酢酸塩
　２ｍＬＤＭＦ中の０．１７ｇ（０．３８ｍｍｏｌ）のα－ブロモケトン中間体５に、４
２ｍｇ（０．５６ｍｍｏｌ）のチオアセトアミドを加えた。反応混合物を窒素下、８０℃
で約１６時間撹拌した。この反応混合物を、２５ｍＬの酢酸エチルで３回抽出し、有機相
を、５０ｍＬの水で２回および５０ｍＬのブラインで１回洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥
し、ろ過し、減圧濃縮した。生成物を、フラッシュクロマトグラフィー（シリカゲル、勾
配溶出、２５％酢酸エチル／へキサンから７５％酢酸エチル／へキサン）により精製して
、４５ｍｇのジアステレオマー混合物を得た。この混合物を、５０％エタノール／ヘキサ
ンと共にＣｈｉｒａｌＣｅｌ　ＯＪ４．６ｘ２５０ｍｍ　１０ミクロンカラムを用いるＨ
ＰＬＣにより分割した。この純粋なジアステレオマーは、本質的に実施例１に記載された
手法に従ってヨードトリメチルシランを用いて脱保護した。生成物をＧｉｌｓｏｎの逆相
分取ＨＰＬＣ（ＹＭＣ－Ｐａｃｋ　Ｐｒｏ　Ｃ１８、勾配溶出、２０ｍＬ／分で９分の１
０％アセトニトリル／水から９０％アセトニトリル／水）により精製して各ジアステレオ
マーを得た。より速い溶出のジアステレオマーからの生成物、ＭＳ２９８．１（Ｍ＋１）
。より遅い溶出のジアステレオマーからの生成物、ＭＳ２９８．１（Ｍ＋１）。
【実施例３】
【０１６８】

【化４５】

【０１６９】
［（１Ｓ）－２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イル］－２－オキソ－１－
［２－（４－（トリフルオロメチル）フェニル］－４，５，６，７－テトラヒドロ－１，
３－ベンゾチアゾール－６－イル］エチル］アミン、トリフルオロ酢酸塩
　２ｍＬＤＭＦ中の０．０７０ｇ（０．１５ｍｍｏｌ）のα－ブロモケトン中間体５に、
４７ｍｇ（０．２３ｍｍｏｌ）の４－（トリフルオロメチル）チオベンズアセトアミドを
加えた。反応混合物を窒素下、１００℃で約１６時間撹拌してから２０ｍＬの水で希釈し
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た。この反応混合物を、２５ｍＬの酢酸エチルで３回抽出し、有機相を合わせて、５０ｍ
Ｌの水で２回および５０ｍＬのブラインで１回洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過し
、減圧濃縮した。生成物を、フラッシュクロマトグラフィー（シリカゲル、勾配溶出、２
５％酢酸エチル／へキサンから７５％酢酸エチル／へキサン）により精製して、３５ｍｇ
のジアステレオマー混合物を得た。この混合物を、５０％エタノール／ヘキサンと共にＣ
ｈｉｒａｌＣｅｌ　ＡＳ４．６ｘ２５０ｍｍ　１０ミクロンカラムを用いるＨＰＬＣによ
り分割した。この純粋なジアステレオマーは、ヨードトリメチルシランを用いて実施例１
のとおり脱保護した。生成物をＧｉｌｓｏｎの逆相分取ＨＰＬＣ（ＹＭＣ－Ｐａｃｋ　Ｐ
ｒｏ　Ｃ１８、勾配溶出、２０ｍＬ／分で９分の１０％アセトニトリル／水から９０％ア
セトニトリル／水）により精製して標題化合物の各ジアステレオマーを得た。より速い溶
出のジアステレオマーからの生成物に関して、ＭＳ４２８．３（Ｍ＋１）。より遅い溶出
のジアステレオマーからの生成物に関して、ＭＳ４２８．３（Ｍ＋１）。
【実施例４】
【０１７０】

【化４６】

【０１７１】
Ｎ－［６－［（１Ｓ）－１－アミノ－２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イ
ル］－２－オキソエチル］－４，５，６，７－テトラヒドロ－１，３－ベンゾチアゾール
－２－イル］－４－フルオロ－３－（トリフルオロメチル）ベンズアミド、トリフルオロ
酢酸塩
　中間体６（４０ｍｇ、０．０９２ｍｍｏｌ）を、１ｍＬのジクロロメタンに溶解し、０
．０４８ｍＬ（０．２８ｍｍｏｌ）のＤＩＥＡに次いで０．０２１ｍＬ（０．１４ｍｍｏ
ｌ）の塩化４－フルオロ－３－（トリフルオロメチル）ベンゾイルを加えた。反応混合物
を、周囲温度で一晩撹拌した。この反応混合物を、２００ｍｇのＰＳＡ　Ｂｏｎｄ　Ｅｌ
ｕｔ樹脂を通してろ過した。樹脂を、１０ｍＬの１０％メタノール／ジクロロメタンで洗
浄し、ろ液を減圧濃縮した。残渣を、Ｇｉｌｓｏｎの逆相分取ＨＰＬＣ（ＹＭＣ－Ｐａｃ
ｋ　Ｐｒｏ　Ｃ１８、勾配溶出、２０ｍＬ／分で９分の１０％アセトニトリル／水から９
０％アセトニトリル／水）により精製した。ジアステレオマー混合物を、５０％エタノー
ル／ヘキサンと共にＣｈｉｒａｌＣｅｌ　ＡＳ４．６ｘ２５０ｍｍ　１０ミクロンカラム
を用いるＨＰＬＣにより分割した。保護基は、ヨードトリメチルシランを用いて実施例１
の手法に従って除去し、生成物をＧｉｌｓｏｎの逆相分取ＨＰＬＣ（ＹＭＣ－Ｐａｃｋ　
Ｐｒｏ　Ｃ１８、勾配溶出、２０ｍＬ／分で９分の１０％アセトニトリル／水から９０％
アセトニトリル／水）により精製して標題化合物の各ジアステレオマーを得た。より速い
溶出のジアステレオマーからの生成物に関して、ＭＳ４８９．２（Ｍ＋１）。より遅い溶
出のジアステレオマーからの生成物に関して、ＭＳ４８９．２（Ｍ＋１）。
【実施例５】
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【０１７２】
【化４７】

【０１７３】
Ｎ－［６－［（１Ｓ）－１－アミノ－２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イ
ル］－２－オキソエチル］－４，５，６，７－テトラヒドロ－１，３－ベンゾチアゾール
－２－イル］アセトアミド、トリフルオロ酢酸塩
　中間体７（１９ｍｇ、０．０７５ｍｍｏｌ）のより速い溶出のジアステレオマーを、０
．０４０ｍＬ（０．２３ｍｍｏｌ）のＤＩＥＡおよび０．０１１ｍＬ（０．１５ｍｍｏｌ
）の塩化アセチルと共に１ｍＬのジクロロメタンに溶解した。反応混合物を、周囲温度で
一晩撹拌した。この反応混合物を、２００ｍｇのＰＳＡ　Ｂｏｎｄ　Ｅｌｕｔ樹脂を通し
てろ過した。樹脂を、１０ｍＬの１０％メタノール／ジクロロメタンで洗浄し、ろ液を減
圧濃縮し、Ｇｉｌｓｏｎの逆相分取ＨＰＬＣ（ＹＭＣ－Ｐａｃｋ　Ｐｒｏ　Ｃ１８、勾配
溶出、２０ｍＬ／分で９分の１０％アセトニトリル／水から９０％アセトニトリル／水）
により精製した。生成物を、５ｍＬのジクロロメタンおよびトリフルオロ酢酸の１：１混
液に溶解し、周囲温度で３０分間撹拌した。反応混合物を減圧濃縮し、残渣を、Ｇｉｌｓ
ｏｎの逆相分取ＨＰＬＣ（ＹＭＣ－Ｐａｃｋ　Ｐｒｏ　Ｃ１８、勾配溶出、２０ｍＬ／分
で９分の１０％アセトニトリル／水から９０％アセトニトリル／水）により精製して標題
化合物を得た。ＭＳ３４１．１（Ｍ＋１）。
【実施例６】
【０１７４】

【化４８】

【０１７５】
Ｎ－［６－［（１Ｓ）－１－アミノ－２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イ
ル］－２－オキソエチル］－４，５，６，７－テトラヒドロ－１，３－ベンゾチアゾール
－２－イル］２，２，２－トリフルオロエタンスルホンアミド、トリフルオロ酢酸塩
　中間体７（６０ｍｇ、０．１５ｍｍｏｌ）のより速い溶出のジアステレオマーを、１ｍ
Ｌのジクロロメタンおよび０．２４ｍＬのピリジン（３ｍｍｏｌ）に溶解し、次いで０．
１７ｍＬ（０．１５ｍｍｏｌ）の塩化２，２，２－トリフルオロエタンスルホルを加えた
。反応混合物を、周囲温度で一晩撹拌した。この反応混合物を、２００ｍｇのＰＳＡ　Ｂ
ｏｎｄ　Ｅｌｕｔ樹脂を通してろ過した。樹脂を、１０ｍＬの１０％メタノール／ジクロ



(44) JP 4579239 B2 2010.11.10

10

20

30

40

ロメタンで洗浄し、ろ液を減圧濃縮した。残渣をＧｉｌｓｏｎの逆相分取ＨＰＬＣ（ＹＭ
Ｃ－Ｐａｃｋ　Ｐｒｏ　Ｃ１８、勾配溶出、２０ｍＬ／分で９分の１０％アセトニトリル
／水から９０％アセトニトリル／水）により精製した。生成物を、５ｍＬのジクロロメタ
ンおよびトリフルオロ酢酸の１：１混液に溶解し、この混合物を周囲温度で３０分間撹拌
した。反応混合物を減圧濃縮した。残渣を、Ｇｉｌｓｏｎの逆相分取ＨＰＬＣ（ＹＭＣ－
Ｐａｃｋ　Ｐｒｏ　Ｃ１８、勾配溶出、２０ｍＬ／分で９分の１０％アセトニトリル／水
から９０％アセトニトリル／水）により精製して標題化合物を得た。ＭＳ４４５．１（Ｍ
＋１）。
【実施例７】
【０１７６】
【化４９】

【０１７７】
Ｎ－［６－［（１Ｓ）－１－アミノ－２－［（３Ｓ）－３－フルオロピロリジン－１－イ
ル］－２－オキソエチル］－４，５，６，７－テトラヒドロ－１，３－ベンゾチアゾール
－２－イル］メタンスルホンアミド、トリフルオロ酢酸塩
　標題化合物は、本質的に実施例６に記載された手法に従って、中間体７のより速い溶出
のジアステレオマーおよび塩化メタンスルホニルから調製された。ＭＳ３７７．２（Ｍ＋
１）。
【０１７８】
　製薬製剤の実施例
経口用薬剤組成物の具体的実施形態として、１００ｍｇの効力錠剤は、１００ｍｇの任意
の本発明化合物、２６８ｍｇの微結晶セルロース、２０ｍｇのクロスカルメロースナトリ
ウム、および４ｍｇのステアリン酸マグネシウムから構成される。有効成分、微結晶セル
ロース、およびクロスカルメロースナトリウムを先ず混合する。次いでこの混合物を、ス
テアリン酸マグネシウムにより潤滑し、錠剤に圧縮する。
【０１７９】
　本発明は、そのある特定の実施形態を参照として記載され、説明されているが、当業者
は、手法とプロトコルの種々の改造、変更、修飾、置換、削除、または付加が、本発明の
精神と範囲から逸脱することなく成し得ることを認識するであろう。例えば、本明細書に
記載された特定の投与量以外の有効な投与量は、上記に示された本発明化合物による任意
の適応症に治療される哺乳動物の応答性の変化の結果、適用可能であり得る。観察される
具体的な薬理学的応答は、選択された特定の有効化合物により、また依存して、または製
薬用担体が存在するかどうか、ならびに製剤タイプおよび使用される投与様式に依って変
化し得、その結果、このように予想される変化または相違は、本発明の目的および実践に
従って考慮されている。したがって、本発明は、以下の請求項の範囲により定義され、ま
た、このような請求項は、合理的に幅広く説明されるように意図されている。
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