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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組成物であって、
　（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度
を上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形
の溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
　（ｂ）　対照組成物が薬剤の溶解度改良形単独中で１当量である対照組成物によって生
ずる薬剤の最高濃度の少なくとも１．２５倍である薬剤の使用環境での最高濃度を使用環
境への導入後に組成物が生ずるのに十分な量存在する濃度を高めるポリマーとを含み；
　その溶解度改良形の薬剤が、シクロデキストリン／薬剤形であり、そして、その濃度を
高めるポリマーが、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート、セル
ロースアセテートトリメリテート、セルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロースフタレート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、及びカルボキシ
メチルエチルセルロースからなる群より選択される、前記組成物。
【請求項２】
　組成物であって、
　（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度
を上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形
の溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
　（ｂ）　濃度を高めるポリマーとを含み；
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　前記濃度を高めるポリマーが、使用環境への導入後、使用環境への導入時間少なくとも
９０分および使用環境への導入に続く約２７０分のいずれの時間についての濃度対時間曲
線下の溶解面積で、対照組成物が薬剤の溶解度改良形単独中で１当量である対照組成物に
よって生ずる曲線下の対応する面積の少なくとも１．２５倍である溶解面積を組成物が生
ずるのに十分な量存在し；かつ、
　その溶解度改良形の薬剤が、シクロデキストリン／薬剤形であり、そして、その濃度を
高めるポリマーが、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート、セル
ロースアセテートトリメリテート、セルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロースフタレート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、及びカルボキシ
メチルエチルセルロースからなる群より選択される、前記組成物。
【請求項３】
　組成物であって、
　（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度
を上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形
の溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
　（ｂ）　濃度を高めるポリマーとを含み；
　その濃度を高めるポリマーが、使用環境への導入後に、対照組成物が薬剤の溶解度改良
形単独中で１当量である対照組成物と比較して相対的な生物学的利用能の少なくとも１．
２５倍を組成物が生ずるのに十分な量存在し；かつ、
　その溶解度改良形の薬剤が、シクロデキストリン／薬剤形であり、そして、その濃度を
高めるポリマーが、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート、セル
ロースアセテートトリメリテート、セルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロースフタレート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、及びカルボキシ
メチルエチルセルロースからなる群より選択される、前記組成物。
【請求項４】
　組成物であって、
　（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度
を上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形
の溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
　（ｂ）　対照組成物が薬剤の溶解度改良形単独中で１当量である対照組成物によって生
ずる薬剤の最高濃度の少なくとも１．２５倍である薬剤の使用環境での最高濃度を使用環
境への導入後に組成物が生ずるのに十分な量存在する濃度を高めるポリマーとを含み；
　その溶解度改良形の薬剤がシクロデキストリン／薬剤形であり、薬剤がジプラシドンで
あり、そして、濃度を高めるポリマーが、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテー
トスクシネート、セルロースアセテートフタレートおよびカルボキシメチルエチルセルロ
ースからなる群より選択される、前記組成物。
【請求項５】
　組成物であって、
　（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度
を上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形
の溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
　（ｂ）　濃度を高めるポリマーとを含み；
　前記濃度を高めるポリマーが、使用環境への導入後、使用環境への導入時間少なくとも
９０分および使用環境への導入に続く約２７０分のいずれの時間についての濃度対時間曲
線下の溶解面積で、対照組成物が薬剤の溶解度改良形単独中で１当量である対照組成物に
よって生ずる曲線下の対応する面積の少なくとも１．２５倍である溶解面積を組成物が生
ずるのに十分な量存在し；かつ、
　その溶解度改良形の薬剤がシクロデキストリン／薬剤形であり、薬剤がジプラシドンで
あり、そして、濃度を高めるポリマーが、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテー
トスクシネート、セルロースアセテートフタレートおよびカルボキシメチルエチルセルロ
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ースからなる群より選択される、前記組成物。
【請求項６】
　組成物であって、
　（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度
を上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形
の溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
　（ｂ）　濃度を高めるポリマーとを含み；
　その濃度を高めるポリマーが、使用環境への導入後に、対照組成物が薬剤の溶解度改良
形単独中で１当量である対照組成物と比較して相対的な生物学的利用能の少なくとも１．
２５倍を組成物が生ずるのに十分な量存在し；かつ、
　その溶解度改良形の薬剤がシクロデキストリン／薬剤形であり、薬剤がジプラシドンで
あり、そして、濃度を高めるポリマーが、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテー
トスクシネート、セルロースアセテートフタレートおよびカルボキシメチルエチルセルロ
ースからなる群より選択される、前記組成物。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本出願は、２００１年６月２２日に出願された米国予備特許出願シリアルＮｏ．６０／３
００，３１４の優先権の利益を主張する。
【０００２】
概して、本発明は、使用環境中で薬剤濃度を増大させ、かくして、生物学的利用能を増大
させる薬剤と濃度を高めるポリマーとの医薬組成物に関する。
【０００３】
【従来の技術】
低い溶解度の薬剤は、生物学的利用能の乏しさまたは不規則な吸収を示すことが多く、不
規則性の度合いは、投与レベル、患者の栄養状態および薬剤形のような因子によって影響
を受ける。低い溶解度の生物学的利用能を増大させることは多くの研究の対象である。生
物学的利用能を増大させることは、吸収を改善するために薬剤の溶液中での濃度を改善す
ることにかかっている。
【０００４】
インビトロ試験で水溶液に溶解するであろう薬剤の最高濃度を増大させるために、多くの
低い溶解度の薬剤が配合されることは公知である。このようなアプローチの１つは、いわ
ゆるナノ粒子を形成させるために、薬剤を４００ｎｍ未満に粉砕することである。ナノ粒
子は、表面に吸着される表面改質剤と薬剤との分離した相を含有する。ナノ粒子形のこの
ような薬剤が最初に使用環境、例えば、胃液に投与される時、薬剤のナノ粒子は、生物学
的利用能の増大をもたらす。Ｕ．Ｓ．特許Ｎｏ．５，１４５，６８７を参照し、この特許
は、参考とすることによって本明細書に組込む。
【０００５】
使用環境中の薬剤の濃度を増大させるために使用されるもう１つの薬剤供給技術は、薬剤
を水膨潤性であるが不溶性の架橋ポリマーの粒子に組込むことであり、この組成物を気体
または液体形の溶剤と接触させると、ポリマーを膨潤させることができ、ついで、生成物
を減圧下乾燥する技術である。Ｕ．Ｓ．特許Ｎｏ．５，５６９，４６９を参照し、この特
許は、参考とすることによってその全体を本明細書に組込む。
【０００６】
なおもう１つの薬剤供給技術は、嵩高い結晶質の薬剤を非晶質のナノ粒子に転化する技術
である。本質的に、薬剤の溶剤懸濁液をチャンバに供給し、そこで、それをもう１つの溶
剤と迅速に混合することである。薬剤物質懸濁液は、分子溶液へと転化される。ポリマー
の水性溶液混合物は、薬剤の沈殿を誘発する。ポリマーは、薬剤物質粒子をそれらのナノ
粒子状態に保ち、それらが凝集または成長するのを防止する。慣用的な方法によりナノサ
イズの分散液から水再分散可能な乾燥粉末が得られる。Ｕ．Ｓ．特許Ｎｏ．６，１９７，
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３４９を参照し、この特許もまた参考とすることによって本明細書に組込む。
【０００７】
薬剤の使用環境での溶解速度を増大させるもう１つの薬剤供給技術は、薬剤のナノ懸濁液
での配合を介してである。Ｕ．Ｓ．特許Ｎｏ．５，８５８，４１０を参照し、この特許は
、参考とすることによって本明細書に組込む。ナノ懸濁液は、少なくとも１つの活性治療
剤のナノサイズ（典型的には、１０ｎｍ－１，０００ｎｍ）粒子の懸濁液である。
【０００８】
Ｕ．Ｓ．特許Ｎｏ．６，１１７，１０３は、参考とすることによって本明細書に組込むが
、平均粒度５０ｎｍ－約２０００ｎｍを有する水不溶性薬剤の安定化された懸濁液を製造
する方法を開示している。懸濁液は、薬剤、表面改質剤および液化したガス（例えば、超
臨界液）の水性媒体溶液の迅速な膨張によって製造される。水性懸濁液は、また、高圧ホ
モジナイザーを使用し、均質化させることもできる。Ｕ．Ｓ．特許Ｎｏ．５，８５８，４
１０を参照し、参考とすることによってまた本明細書に組込む。
【０００９】
Ｕ．Ｓ．特許Ｎｏ．５，５６０，９３２は、参考とすることによって本明細書に組込むが
、表面改質剤の存在で均質な核形成および沈殿により、平均粒子径４００ｎｍ未満を有す
る極めて小さな粒子を製造するための方法を開示している。
【００１０】
結晶成長を抑制する安定剤の存在で薬剤を噴霧乾燥することにより薬剤の非晶質形を安定
化させることもまた低い溶解度の薬剤の溶解度を増大させることが公知である。Ｕ．Ｓ．
特許Ｎｏｓ．４，７６９，２３６および４，６１０，８７５を参照し、これら特許の両方
とも、参考とすることによって本明細書に組込む。
【００１１】
Ｕ．Ｓ．特許Ｎｏｓ．５，８５１，２７５および５，６８６，１３３は、参考とすること
によって本明細書に組込むが、溶解性の乏しい薬剤をゼラチンとレシチンとの組み合わせ
により被覆することによってその薬剤の溶解速度を増大させるためのもう１つの薬剤供給
技術を開示している。
【００１２】
上記全ての場合において、それら方法は、使用環境での薬剤の溶解速度の増大および／ま
たは薬剤の溶解度の一時的な増大を生ずることが多い。
薬剤とポリマーとの組合せを使用することによる薬剤安定化を増大させることも記載され
ている。例えば、Ｍａｒｔｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｕ．Ｓ．特許Ｎｏ．４，３４４，９３４
では、溶解性の乏しい薬剤をポリマー、例えば、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（
ＨＰＭＣ）と混合し、薬剤－ポリマー混合物に水性界面活性剤溶液を加える。これは、溶
解の改善を生ずるものの、平衡濃度と比較して薬剤濃度の幾分かのみの高まりである。Ｐ
ｉｅｒｇｉｏｒｇｉｏ　ｅｔ　ａｌ．，のＵ．Ｓ．特許Ｎｏ．４，８８０，６２３は、溶
剤処理を使用してニフェドリンをＰＥＧと共沈させ、これをＨＰＭＣのようなポリマーま
たはその他の賦形剤に吸着させる。市販製品のニフェジピンと比較して制御された放出剤
形中での薬剤の生物学的利用能が増大するものの、ＡＤＡＬＡＴ　ＡＲが観測され、共沈
した薬剤形と非共沈薬剤形との間の直接比較はなされていない。Ｕｅｄｏ　ｅｔ　ａｌ．
，のＵ．Ｓ．特許Ｎｏ．５，０９３，３７２は、溶解性の乏しい薬剤エキシフォンとＨＰ
ＭＣのようなポリマーとを混合して生物学的利用能を増大させている。しかし、その結果
は、エキシフォン配合物に独特であることが報告されており、そのエキシフォンは溶解度
改良形ではなかった。
【００１３】
Ｕｓｕｉ，ｅｔ　ａｌ．，のＩｎｈｉｂｉｔｏｒｙ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｗａｔｅｒ
－ｓｏｌｕｂｌｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　ｏｎ　Ｐｒｅｃｉｐｉｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＲＳ
－８３５９，Ｉｎｔ’ｌ　Ｊ．ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃｓ　１５４（１９９７）
５９－６６は、低い溶解度の薬剤ＲＳ－８３５９の沈殿を抑制するために、３つのポリマ
ー、すなわち、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロースお
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よびポリビニルピロリドンの使用を開示している。薬剤とポリマーとは、０．５ＮのＨＣ
ｌおよびメタノールの混合物に溶解され、ついで、リン酸塩緩衝溶液に加えられる。Ｕｓ
ｕｉ　ｅｔ　ａｌ．は、粒状ポリマーが薬剤の結晶化を抑制することを観測している。
【００１４】
にもかかわず、水溶液で薬剤の高い濃度を生じおよび／または薬剤の生物学的利用能を高
める低い溶解度の薬剤を含む組成物がなお必要とされている。これらの必要性およびその
他は、当業者であれば、以下にまとめ、以降に詳述する本発明を知ることによって容易に
明らかとなるであろう。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、溶解度改良形の薬剤と、濃度を高めるポリマーを含まない対照組成物と比較し
て薬剤の使用環境での濃度を高める少なくとも１つの濃度を高めるポリマーとの組合せを
含む組成物に係る。本明細書で使用される“溶解度を改良された”および“溶解度を改良
された薬剤形”という用語は、公知薬剤の最も低い溶解性の形と比較して溶解度または溶
解速度の増大された薬剤形を称す。かくして、その用語は、薬剤の低い溶解性形またはさ
らに遅い溶解形が存在し、かつ、公知であるか、または決定されている、すなわち、例え
ば、科学文献または特許文献から公知であるか、または、研究者により決定されるかまた
は研究者に公知であることを意味する。溶解度の改良された形の薬剤は、使用環境で薬剤
の平衡濃度を、少なくとも一時的に、上回る使用環境での溶解された薬剤濃度を生ずる。
“平衡濃度”とは、使用環境での薬剤単独、結晶質または非晶質の最も低い溶解度形によ
って生ずる溶解された薬剤濃度を意味する。換言すれば、溶解度を改良された形は、薬剤
の使用環境での超飽和濃度を、少なくとも一時的に、達成することができる。薬剤の最も
低い溶解度形は、使用環境中で、時間に関して緩やかに減少する薬剤濃度を生ずる場合、
薬剤の平衡濃度を表す最も低い溶解された薬剤値を確立することが困難であるかもしれな
い。このような場合には、薬剤の平衡濃度は、薬剤を使用環境に導入後２０時間の使用環
境中に溶解された薬剤濃度として採用することができる。溶解度を改良された薬剤形は、
また、薬剤の溶解速度を増大させる配合物を含み、薬剤のその最も低い溶解度形と比較し
て、少なくとも一時的に、薬剤の溶液中での初期的により高い濃度をもたらす。
【００１６】
　溶解度を改良された薬剤形は、薬剤単独の非常に溶解性の形からなってもよく；薬剤プ
ラス賦形剤の非常に溶解性の形を含む組成物であってもよく；または、溶解性に乏しいか
または非常に溶解性の形の薬剤と、溶解度が増大する時間の長さにかかわることなく薬剤
の溶解度を増大させる効果を有する１つ以上の賦形剤とを含む組成物であってもよい。“
溶解度を改良された薬剤形”の例としては、（１）ミクロ粒子形の薬剤；（２）ナノ粒子
形の薬剤；（３）吸収された薬剤；（４）ナノ懸濁液中の薬剤；（５）薬剤の過冷却溶融
物；（６）シクロデキストリン／薬剤形；（７）軟質ゲル形；（８）ゼラチン形；（９）
自己乳化形；および、（１０）３相薬剤形が挙げられるが、これらに限定されるものでは
ない。（溶解度改良形の薬剤は、場合により、本明細書で単に“薬剤形”とも称される。
）
　本発明の目的は、（ａ）溶解度改良形の薬剤と；（ｂ）使用環境への導入後、使用環境
への導入時間少なくとも９０分および使用環境への導入に続く約２７０分のいずれの時間
についての濃度対時間曲線下の溶解面積(“ＡＵＣ”）で、対照組成物が薬剤の同溶解度
改良形単独であるが濃度を高めるポリマーを含まない中で１当量である対照組成物によっ
て生ずる対応するＡＵＣの少なくとも１．２５倍である溶解面積を組成物が生ずるのに十
分な量、薬剤と合わせた濃度を高めるポリマーとを含む薬学的に許容可能な組成物を提供
することである。
【００１７】
本発明のなおもう１つの目的は、（ａ）溶解度改良形の薬剤と；（ｂ）使用環境への導入
後に、対照組成物が薬剤の同溶解度改良形単独であるが濃度を高めるポリマーを含まない
中で１当量である対照組成物と比較して組成物が相対的な生物学的利用能少なくとも１．
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２５倍を生ずるのに十分な量、薬剤と合わせた濃度を高めるポリマーとを含む薬学的に許
容可能な組成物を提供することである。
【００１８】
（ａ）溶解度改良形の薬剤と；（ｂ）濃度を高めるポリマーとを同時投与する工程を含み
；前記濃度を高めるポリマーが、使用環境への導入後、使用環境への導入時間少なくとも
９０分および使用環境への導入に続く約２７０分のいずれの時間についての濃度対時間曲
線下の溶解面積で、対照組成物が同溶解度改良形単独であるが濃度を高めるポリマーを含
まない中で１当量である対照組成物によって生ずる曲線下の対応する面積の少なくとも１
．２５倍である溶解面積を生ずるのに十分な量、薬剤とともに同時投与される薬剤を投与
する方法もまた提供される。
【００１９】
薬剤を必要とする患者に、（ａ）溶解度改良形の薬剤と；（ｂ）濃度を高めるポリマーと
を同時投与する工程を含み；その濃度を高めるポリマーが、使用環境への導入後に、対照
組成物が薬剤の同溶解度改良形単独であるが濃度を高めるポリマーを含まない中で１当量
である対照組成物と比較して相対的な生物学的利用能少なくとも１．２５倍を生ずるのに
十分な量、薬剤とともに同時投与される方法もまた本発明によって提供される。
【００２０】
本発明の種々の態様は、１つ以上の以下の利点を有する。
溶解度を改良された薬剤形は、使用環境に投与した時、薬剤の平衡濃度を上回る初期濃度
を生ずるのに対し、他方、濃度を高めるポリマーは、初期に高められた薬剤濃度が平衡濃
度に降下する速度を遅らせる。また、場合によっては、薬剤形は、薬剤がポリマーの不在
で溶解性の低い形へと転化する速度と比較して遅い速度で溶解することができるので、ポ
リマーの存在は、ポリマーの不在で達成される濃度よりも薬剤の高い濃度を達成すること
を可能とすることが多い。その結果、本発明の組成物は、薬剤の改良形単独の溶解度によ
り生ずるよりも大きい改良された曲線下の溶解面積（“ＡＵＣ”）を生ずる。本発明の範
囲内に入る必要はないものの、態様によっては、その薬剤形は、溶解度を改良された形単
独の薬剤によって達成される最高薬剤濃度を上回る最高薬剤濃度を生ずる。にもかかわら
ず、本発明の利点は、薬剤形単独と比較して最高薬剤濃度を増大させることなく、高い薬
剤濃度が平衡濃度に降下する速度を単に遅らせることによって達成することができる。
【００２１】
溶解ＡＵＣを改良すると、本発明の組成物が、使用環境、とりわけ、胃腸管に溶解された
ままの薬剤の濃度を増大させることによって薬剤の高い生物学的利用能を生じさせる結果
となる。薬剤の溶液中の濃度を改良すると、より高い血液レベルを達成することができ、
有効レベルに到達可能な場合またはその他の場合においては、有効な血液レベルをより低
い薬剤投与レベルに到達させることが可能で、このことは、ひいては、投与される必要の
ある薬剤の量を低下させ、血液レベルの変動を少なくし、また、必要とされるポリマーの
量に応じて剤形のサイズを少なくさせる。したがって、本発明の組成物は、十分に高い生
物学的利用能を有しない低い溶解度を有する薬剤の有効使用を効率的とし、また、生物学
的利用能を高め、必要とされる投与量を少なくする。
【００２２】
さらに、本発明の組成物が使用環境中でより高い薬剤濃度を生じ、かつ、一度、高い薬剤
濃度が達成されると、薬剤の沈殿または結晶化を抑制することにより、その濃度が高いま
まとなるので、それらは、使用環境中に存在する化学種、例えば、クロライドもしくは水
素イオンまたは胆汁塩の薬剤吸収に及ぼす悪影響を低下させる。かくして、使用環境が胃
腸管である場合、本発明の組成物は、ヒトまたは動物の栄養／絶食状態により少ない変動
を示すであろう。
【００２３】
以降に記載する溶解度を改良した薬剤形は、薬剤の最も低い溶解度形の平衡濃度と比較し
て薬剤の初期高い水性濃度を生ずるように配合されることが公知である。しかし、濃度を
高めるポリマーの不在において、初期高い薬剤濃度は、素早く低下することが多く、溶液
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から薬剤が沈殿または結晶化するにつれて、薬剤の平衡濃度に近づき、それによって、薬
剤吸収を制限する。
【００２４】
本発明に対する鍵は、濃度を高めるポリマーの使用を通して、薬剤の沈殿；結晶化；また
は、薬剤のより低い溶解度形への転化を遅延させることによって、薬剤形によって生ずる
薬剤の溶液中での初期高い濃度を維持することができ、場合によっては、高めうることを
本発明者らが認識したことである。かくして、いずれかの特定の作用機構に関係なく、本
発明の濃度を高めるポリマーは、結晶化または沈殿の抑制剤として作用すると見なすこと
ができる。驚くべきことに、これは、濃度を高めるポリマーを薬剤形と単に合わせること
によって達成することができる。あるいは、濃度を高めるポリマーは、薬剤含有錠剤また
はビーズ上に塗布することができ、別個であるが薬剤形と同一の使用環境に投与すること
ができ、平衡薬剤濃度より大を実質的な時間維持し、ひいては、より高い生物学的利用能
を維持するために機能することができる。
【００２５】
薬剤形および濃度を高めるポリマーは、慣用的な混合技術、例えば、乾燥成分を一緒に合
わせたり物理的に攪拌したりするか、または、乾式または湿式粗砕することにより混合し
てそれらが合わせられる時、“単なる物理的混合物”であってもよい。かくして、薬剤形
および濃度を高めるポリマーの単なる物理的混合物は、混合物中にて、薬剤形がその特性
、例えば、融点またはガラス転移温度を実質的に保持し、溶解度改良形単独での薬剤のこ
れら特性を合致させることを意味する。濃度を高めるポリマーは、また、薬剤形に配合す
ることもできる。
【００２６】
薬剤形および濃度を高めるポリマーは、また、２つの成分を使用環境に同時投与すること
により合わせることもできる。同時投与とは、薬剤形が互いに別個に投与されるが、濃度
を高めるポリマーと同じ一般的な時間枠内で投与されることを意味する。例えば、その薬
剤形は、濃度を高めるポリマーとほぼ同一時間かかるその固有の剤形で投与することがで
き、これは、別個の剤形においてである。薬剤形および濃度を高めるポリマーの投与間の
時間差は、それらが使用環境で物理的に接触するほどである。それらが同一時間に同時投
与されない時、薬剤形の投与に先立ち濃度を高めるポリマーを投与することが概して好ま
しい。
【００２７】
本発明の種々の態様および実施態様は、以下の通り記載することができる。
第１の態様において、本発明は、
（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度を
上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形の
溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
（ｂ）　対照組成物が薬剤の溶解度改良形単独中で１当量である対照組成物によって生ず
る薬剤の最高濃度の少なくとも１．２５倍である薬剤の使用環境での最高濃度を使用環境
への導入後に組成物が生ずるのに十分な量存在する濃度を高めるポリマーとを含む組成物
に係る。
【００２８】
第２の態様において、本発明は、
（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度を
上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形の
溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
（ｂ）　濃度を高めるポリマーとを含み；
前記濃度を高めるポリマーが、使用環境への導入後、使用環境への導入時間少なくとも９
０分および使用環境への導入に続く約２７０分のいずれの時間についての濃度対時間曲線
下の溶解面積で、対照組成物が薬剤の溶解度改良形単独中で１当量である対照組成物によ
って生ずる曲線下の対応する面積の少なくとも１．２５倍である溶解面積を組成物が生ず
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るのに十分な量存在する組成物に係る。
【００２９】
第３の態様において、本発明は、
（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度を
上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形の
溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
（ｂ）　濃度を高めるポリマーとを含み；
その濃度を高めるポリマーが、使用環境への導入後に、対照組成物が薬剤の溶解度改良形
単独中で１当量である対照組成物と比較して相対的な生物学的利用能少なくとも１．２５
倍を生ずるのに十分な量存在する組成物に係る。
【００３０】
　本発明の第１、第２および第３の態様のさらに独立した実施態様において、溶解度を改
良する薬剤形は、ミクロ粒子形の薬剤；ナノ粒子形の薬剤；吸収された薬剤；ナノ懸濁液
中の薬剤；薬剤の過冷却溶融物；シクロデキストリン／薬剤形；軟質ゲル形；ゼラチン形
；自己乳化形；および、３相薬剤形からなる群より選択される。
【００３１】
本発明の第１、第２および第３の態様のさらに独立した実施態様において、薬剤は、ナノ
粒子形である。薬剤のナノ粒子形は、水への溶解度１０ｍｇ／ｍｌ未満を有する結晶質薬
剤物質１０重量％－９９．９重量％を含み、前記薬剤物質は、有効平均粒度約４００ｎｍ
未満を有する。１つの実施態様において、薬剤のナノ粒子形は、水への溶解度１０ｍｇ／
ｍｌ未満を有する結晶質薬剤物質の本質的に１０重量％－９９．９重量％からなり、前記
薬剤物質は、０．１重量％－９０重量％で、かつ、有効平均粒度約４００ｎｍ未満を維持
するのに十分な量のその表面上に吸着された未架橋表面改質剤を有する。
【００３２】
本発明の第１、第２および第３の態様のさらに独立した実施態様において、薬剤は、抗高
血圧症剤；抗不安剤；抗凝血剤；抗痙攣剤；血液グルコース低下剤；うっ血除去剤；抗ヒ
スタミン剤；鎮咳剤；抗腫瘍剤；β－ブロッカー；抗炎症剤；抗精神病剤；認知増強剤；
コレステロール低下剤；抗肥満症剤；自己免疫疾患剤；抗不能症剤；抗細菌および真菌剤
；催眠剤；抗パーキンソン病剤；抗アルツハイマー病剤；抗生物質；抗うつ病剤；抗ウイ
ルス剤；抗アテローム性動脈硬化症剤；グリコーゲンホスホリラーゼ阻害剤；コレステロ
ールエステル転移蛋白質阻害剤；および、免疫抑制剤からなる群より選択される。
【００３３】
本発明の第１、第２および第３の態様のさらに独立した実施態様において、薬剤は、〔Ｒ
－（Ｒ’Ｓ’）〕－５－クロロ－Ｎ－〔２－ヒドロキシ－３－[メトキシメチルアミノ]－
３－オキソ－１－（フェニルメチル）プロピル－１Ｈ－インドール－２－カルボキサミド
および５－クロロ－１Ｈ－インドール－２－カルボン酸〔（１Ｓ）－ベンジル－（２Ｒ）
－ヒドロキシ－３－（（３Ｒ，４Ｓ）－ジヒドロキシ－ピロリジン－１－イル－）－３－
オキシプロピル〕アミドからなる群より選択されるグリコーゲンホスホリラーゼ阻害剤で
ある。
【００３４】
本発明の第１、第２および第３の態様のなおさらに独立した実施態様において、薬剤は、
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キ
ノリン－１－カルボン酸エチルエステル；もしくは、〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（
３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－アミノ〕－２－エチル－トリフルオロ
メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステルであ
る化合物；または、〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビストリフルオロメチル－ベンジル
）－メトキシカルボニル－アミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－－
ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステルである化合物からなる
群より選択されるコレステロールエステル転移蛋白質阻害剤である。
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【００３５】
本発明の第１、第２および第３の態様のなおさらに独立した実施態様において、使用環境
は、インビボである。これら実施態様において、使用環境は、動物の胃腸管；皮下；鼻腔
；頬；くも膜下；眼；耳内；皮下空間；膣道；肺道；動脈および静脈血管；および、筋肉
内組織からなる群より選択することができる。
【００３６】
本発明の第１および第２の態様のさらに独立した実施態様において、使用環境は、インビ
トロである。
本発明の第１および第２の態様のさらに独立した実施態様において、濃度を高めるポリマ
ーは、疎水性部分と親水性部分とを有する。
【００３７】
本発明の第１、第２および第３の態様のなおさらに独立した実施態様において、濃度を高
めるポリマーは、イオン化可能なセルロース系ポリマーである。これら実施態様において
、ポリマーは、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート、ヒドロキ
シプロピルメチルセルローススクシネート、ヒドロキシプロピルセルロースアセテートス
クシネート、ヒドロキシエチルメチルセルローススクシネート、ヒドロキシエチルセルロ
ースアセテートスクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、ヒドロ
キシエチルメチルセルロースアセテートスクシネート、ヒドロキシエチルメチルセルロー
スアセテートフタレート、カルボキシエチルセルロース、エチルカルボキシメチルセルロ
ース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルエチルセルロース、セルロースア
セテートフタレート、メチルセルロースアセテートフタレート、エチルセルロースアセテ
ートフタレート、ヒドロキシプロピルセルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロ
ピルメチルセルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロピルセルロースアセテート
フタレートスクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート
フタレート、ヒドロキシプロピルメチルセルローススクシネートフタレート、セルロース
プロピオネートフタレート、ヒドロキシプロピルセルロースブチレートフタレート、セル
ロースアセテートトリメリテート、メチルセルロースアセテートトリメリテート、エチル
セルロースアセテートトリメリテート、ヒドロキシプロピルセルロースアセテートトリメ
リテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートトリメリテート、ヒドロキシ
プロピルセルロースアセテートトリメリテートスクシネート、セルロースプロピオネート
トリメリテート、セルロースブチレートトリメリテート、セルロースアセテートテレフタ
レート、セルロースアセテートイソフタレート、セルロースアセテートピリジンカルボキ
シレート、サリチル酸セルロースアセテート、ヒドロキシプロピルサリチル酸セルロース
アセテート、エチル安息香酸セルロースアセテート、ヒドロキシプロピルエチル安息香酸
セルロースアセテート、エチルフタル酸セルロースアセテート、エチルニコチン酸セルロ
ースアセテートおよびエチルピコリン酸セルロースアセテートからなる群より選択するこ
とができる。
【００３８】
本発明の第１、第２および第３の態様のさらに独立した実施態様において、ポリマーは、
イオン化不能なセルロース系ポリマーである。これら実施態様において、ポリマーは、ヒ
ドロキシプロピルメチルセルロースアセテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、
ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース
、ヒドロキシエチルセルロースアセテートおよびヒドロキシエチルエチルセルロースから
なる群より選択することができる。
【００３９】
本発明の第１、第２および第３の態様のさらに独立した実施態様において、ポリマーは、
イオン化可能な非セルロース系ポリマーである。これら実施態様において、ポリマーは、
カルボン酸官能化されたポリメタクリレート類；カルボン酸官能化されたポリアクリレー
ト類；アミン官能化されたポリアクリレート類；アミン官能化されたポリアクリレート類
およびポリメタクリレート類；蛋白質；および、カルボン酸官能化された澱粉からなる群
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より選択することができる。
【００４０】
本発明の第１、第２および第３の態様のさらに独立した実施態様において、ポリマーは、
イオン化不能な非セルロース系ポリマーである。これら実施態様において、ポリマーは、
ヒドロキシル、アルキルアシルオキシおよび環式アミドからなる群より選択される少なく
とも１つの置換基を有するビニルポリマーおよびコポリマー；少なくとも１つの親水性ヒ
ドロキシル含有繰返し単位および少なくとも１つの疎水性アルキ－またはアリール－含有
繰返し単位を有するビニルコポリマー；未加水分解された（ビニルアセテート）形中にそ
れらの繰返し単位の少なくとも一部を有するポリビニルアルコール；ポリビニルアルコー
ルポリビニルアセテートコポリマー；ポリビニルピロリドン；ポリエチレンポリビニルア
ルコールコポリマー；および、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレンブロックコポ
リマーからなる群より選択することができる。
【００４１】
本発明の第１、第２および第３の態様のさらに独立した実施態様において、濃度を高める
ポリマーは、中和された酸性ポリマーである。
本発明の第１、第２および第３の態様のさらに独立した実施態様において、溶解度を改良
された形は、シクロデキストリン／薬剤形である。これら実施態様において、薬剤は、ジ
プラシドンであってもよい。
【００４２】
第４の態様において、本発明は、溶解度の低い薬剤を投与する方法であって、
（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度を
上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形の
溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
（ｂ）　濃度を高めるポリマーと；
を同時投与する工程を含み；
前記濃度を高めるポリマーが、対照組成物が薬剤の溶解度改良形単独中で１当量である対
照組成物によって生ずる薬剤の最高濃度の少なくとも１．２５倍である薬剤の使用環境で
の最高濃度を使用環境への導入後に生ずるのに十分な量、薬剤とともに同時投与される方
法に係る。
【００４３】
第５の態様において、本発明は、溶解度の低い薬剤を投与する方法であって、
（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度を
上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形の
溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
（ｂ）　濃度を高めるポリマーと；
を同時投与する工程を含み；
前記濃度を高めるポリマーが、使用環境への導入後、使用環境への導入時間少なくとも９
０分および使用環境への導入に続く約２７０分のいずれの時間についての濃度対時間曲線
下溶解面積で、対照組成物によって生ずる曲線下の対応する面積の少なくとも１．２５倍
である溶解面積を生ずるのに十分な量、薬剤とともに同時投与され；
かつ、対照組成物が薬剤の溶解度改良形単独中で１当量である方法に係る。
【００４４】
第６の態様において、本発明は、溶解度の低い薬剤を投与する方法であって、
（ａ）　使用環境に投与した時に、薬剤の使用環境中での最も低い溶解度形の平衡濃度を
上回る使用環境に溶解される薬剤濃度；および、薬剤の使用環境での最も低い溶解度形の
溶解速度を上回る溶解速度の少なくとも１つを生ずる溶解度改良形の薬剤と；
（ｂ）　濃度を高めるポリマーと；
を同時投与する工程を含み；
その濃度を高めるポリマーが、使用環境への導入後に、対照組成物が薬剤の溶解度改良形
単独中で１当量である対照組成物のそれと比較して相対的な生物学的利用能少なくとも１
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．２５倍を生ずるのに十分な量、薬剤とともに同時投与される方法に係る。
【００４５】
　本発明の第４、第５および第６の態様のさらに独立した実施態様において、溶解度を改
良する薬剤形は、ナノ粒子形の薬剤；吸収された薬剤；ナノ懸濁液中の薬剤；薬剤の過冷
却溶融物；シクロデキストリン／薬剤形；軟質ゲル形；自己乳化形；および、３相薬剤形
からなる群より選択される。
【００４６】
本発明の第４、第５および第６の態様のさらに独立した実施態様において、薬剤は、ナノ
粒子形である。薬剤のナノ粒子形は、水への溶解度１０ｍｇ／ｍｌ未満を有する結晶質薬
剤物質１０重量％－９９．９重量％の粒子を含み、前記薬剤物質は、有効平均粒度約４０
０ｎｍ未満を有する。１つの実施態様において、薬剤のナノ粒子形は、水への溶解度１０
ｍｇ／ｍｌ未満を有する結晶質薬剤物質の本質的に１０重量％－９９．９重量％からなり
、前記薬剤物質は、０．１重量％－９０重量％で、かつ、有効平均粒度約４００ｎｍ未満
を維持するのに十分な量のその表面上に吸着された未架橋表面改質剤を有する。
【００４７】
本発明の第４、第５および第６の態様のさらに独立した実施態様において、薬剤は、抗高
血圧症剤；抗不安剤；抗凝血剤；抗痙攣剤；血液グルコース低下剤；うっ血除去剤；抗ヒ
スタミン剤；鎮咳剤；抗腫瘍剤；β－ブロッカー；抗炎症剤；抗精神病剤；認知増強剤；
コレステロール低下剤；抗肥満症剤；自己免疫疾患剤；抗不能症剤；抗細菌および真菌剤
；催眠剤；抗パーキンソン病剤；抗アルツハイマー病剤；抗生物質；抗うつ病剤；抗ウイ
ルス剤；抗アテローム性動脈硬化症剤；グリコーゲンホスホリラーゼ阻害剤；コレステロ
ールエステル転移蛋白質阻害剤；および、免疫抑制剤からなる群より選択される。
【００４８】
本発明の第４、第５および第６の態様のさらに独立した実施態様において、薬剤は、〔Ｒ
－（Ｒ’Ｓ’）〕－５－クロロ－Ｎ－〔２－ヒドロキシ－３－[メトキシメチルアミノ]－
３－オキソ－１－（フェニルメチル）プロピル－１Ｈ－インドール－２－カルボキサミド
および５－クロロ－１Ｈ－インドール－２－カルボン酸〔（１Ｓ）－ベンジル－（２Ｒ）
－ヒドロキシ－３－（（３Ｒ，４Ｓ）－ジヒドロキシ－ピロリジン－１－イル－）－３－
オキシプロピル〕アミドからなる群より選択されるグリコーゲンホスホリラーゼ阻害剤で
ある。
【００４９】
本発明の第４、第５および第６の態様のなおさらに独立した実施態様において、薬剤は、
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キ
ノリン－１－カルボン酸エチルエステル；もしくは、〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（
３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－アミノ〕－２－エチル－トリフルオロ
メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステルであ
る化合物；または、〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビストリフルオロメチル－ベンジル
）－メトキシカルボニル－アミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジ
ヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステルである化合物からなる群
より選択されるコレステロールエステル転移蛋白質阻害剤である。
【００５０】
本発明の第４、第５および第６の態様のなおさらに独立した実施態様において、使用環境
は、インビボである。これら実施態様において、使用環境は、動物の胃腸管；皮下；鼻腔
；頬；くも膜下；眼；耳内；皮下空間；膣道；肺道；動脈および静脈血管；および、筋肉
内組織からなる群より選択することができる。
【００５１】
本発明の第４および第５の態様のさらなる実施態様において、使用環境は、インビトロで
ある。
本発明の第４および第５および第６の実施態様のさらに独立した実施態様において、濃度
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を高めるポリマーは、疎水性部分と親水性部分とを有する。
【００５２】
本発明の第４、第５および第６の態様のさらに独立した実施態様において、濃度を高める
ポリマーは、イオン化可能なセルロース系ポリマーである。これら実施態様において、ポ
リマーは、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート、ヒドロキシプ
ロピルメチルセルローススクシネート、ヒドロキシプロピルセルロースアセテートスクシ
ネート、ヒドロキシエチルメチルセルローススクシネート、ヒドロキシエチルセルロース
アセテートスクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、ヒドロキシ
エチルメチルセルロースアセテートスクシネート、ヒドロキシエチルメチルセルロースア
セテートフタレート、カルボキシエチルセルロース、エチルカルボキシメチルセルロース
、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルエチルセルロース、セルロースアセテ
ートフタレート、メチルセルロースアセテートフタレート、エチルセルロースアセテート
フタレート、ヒドロキシプロピルセルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロピル
メチルセルロースアセテートフタレート、ヒドロイシプロピルセルロースアセテートフタ
レートスクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネートフタ
レート、ヒドロキシプロピルメチルセルローススクシネートフタレート、セルロースプロ
ピオネートフタレート、ヒドロキシプロピルセルロースブチレートフタレート、セルロー
スアセテートトリメリテート、メチルセルロースアセテートトリメリテート、エチルセル
ロースアセテートトリメリテート、ヒドロキシプロピルセルロースアセテートトリメリテ
ート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートトリメリテート、ヒドロキシプロ
ピルセルロースアセテートトリメリテートスクシネート、セルロースプロピオネートトリ
メリテート、セルロースブチレートトリメリテート、セルロースアセテートテレフタレー
ト、セルロースアセテートイソフタレート、セルロースアセテートピリジンカルボキシレ
ート、サリチル酸セルロースアセテート、ヒドロキシプロピルサリチル酸セルロースアセ
テート、エチル安息香酸セルロースアセテート、ヒドロキシプロピルエチル安息香酸セル
ロースアセテート、エチルフタル酸セルロースアセテート、エチルニコチン酸セルロース
アセテートおよびエチルピコリン酸セルロースアセテートからなる群より選択することが
できる。
【００５３】
本発明の第４、第５および第６の実施態様のさらに独立した実施態様において、ポリマー
は、イオン化不能なセルロース系ポリマーである。これら実施態様において、ポリマーは
、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロースアセテートおよびヒドロキシエチルエチルセルロース
からなる群より選択することができる。
【００５４】
本発明の第４、第５および第６の実施態様のさらに独立した実施態様において、ポリマー
は、イオン化可能な非セルロース系ポリマーである。これら実施態様において、ポリマー
は、カルボン酸官能化されたポリメタクリレート類；カルボン酸官能化されたポリアクリ
レート類；アミン官能化されたポリアクリレート類；アミン官能化されたポリアクリレー
ト類およびポリメタクリレート類；蛋白質；および、カルボン酸官能化された澱粉からな
る群より選択することができる。
【００５５】
本発明の第４、第５および第６の実施態様のさらに独立した実施態様において、ポリマー
は、イオン化不能な非セルロース系ポリマーである。これら実施態様において、ポリマー
は、ヒドロキシル、アルキルアシルオキシおよび環式アミドを含む群より選択される少な
くとも１つの置換基を有するビニルポリマーおよびコポリマー；少なくとも１つの親水性
ヒドロキシル含有繰返し単位および少なくとも１つの疎水性アルキ－またはアリール－含
有繰返し単位を有するビニルコポリマー；未加水分解された（ビニルアセテート）形中に
それらの繰返し単位の少なくとも一部を有するポリビニルアルコール；ポリビニルアルコ
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ールポリビニルアセテートコポリマー；ポリビニルピロリドン；および、ポリエチレンポ
リビニルアルコールコポリマーおよびポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレンブロッ
クコポリマーからなる群より選択することができる。
【００５６】
本発明の第４、第５および第６の態様のさらに独立した実施態様において、濃度を高める
ポリマーは、中和された酸性ポリマーである。
本発明の第４、第５および第６の態様のさらに独立した実施態様において、薬剤および前
記ポリマーは、ほぼ同時に投与される。これら実施態様において、ポリマーおよび前記薬
剤は、一緒に投与してもよい。あるいは、これら実施態様において、ポリマーおよび前記
薬剤は、別個に投与してもよい。
【００５７】
本発明の前述したおよびその他の目的、特徴および利点は、以下の発明の実施の形態につ
いての考察によりさらに容易に理解されるであろう。
【００５８】
【発明の実施の形態】
　本発明の医薬組成物は、溶解度改良形の薬剤と、濃度を高めるポリマーを含まない対照
組成物と比較して薬剤の使用環境での濃度を高める少なくとも１つの濃度を高めるポリマ
ーとの組合せを含む。溶解度を改良された薬剤形の例としては、（１）ミクロ粒子形の薬
剤；（２）ナノ粒子形の薬剤；（３）吸収された薬剤；（４）ナノ懸濁液中の薬剤；（５
）薬剤の過冷却溶融物；（６）シクロデキストリン／薬剤形；（７）軟質ゲル形；（８）
ゼラチン形；（９）自己乳化形；および、（１０）３相薬剤形が挙げられる。適した薬剤
、溶解度改良形の薬剤を形成するための方法、濃度を高めるポリマー、および、本組成物
を製造するための方法および同時投与するための方法は、以下、詳細に考察する。
【００５９】
薬剤
本発明は、上記溶解度を改良された薬剤形の１つに配合することのできるいずれの薬剤で
あっても有用である。“薬剤”という用語は、動物、とりわけ、ヒトに投与した時に、有
益な予防および／または治療特性を有する化合物を慣用的に表す。薬剤は、本発明により
有益であるように、溶解性が乏しい必要はないが、溶解性の乏しい薬剤は、本発明で使用
される好ましい類を表す。濃度を高めるポリマーの添加が治療効能に必要とされる投与サ
イズを減少させるか、薬剤の効き目が迅速に始まることが所望される場合の薬剤吸収速度
を増大させる場合には、それにもかかわらず、所望される使用環境でかなりの溶解度を示
す薬剤は、本発明によって可能とされる溶解度／生物学的利用能が高まることにより有益
となりうる。
【００６０】
本発明は、薬剤が“低い溶解度の薬剤”である時に、特に有用性を見出す。”低い溶解度
の薬剤”とは、薬剤が生理学的に適当なｐＨ（例えば、ｐＨ１－８）での最小水性溶解度
０．０１ｍｇ／ｍｌ未満を有する“実質的に水不溶性”であってもよいか、“水溶性に乏
しい”、すなわち、水性溶解度約１－２ｍｇ／ｍｌ以下を有するか、または、低ないし中
程度の水性溶解度、約１ｍｇ／ｍｌから約２０ないし４０ｍｇ／ｍｌほどの高い溶解度を
有することを意味する。本発明は、薬剤の溶解度が減少するにつれ、より大きな有用性を
見出す。かくして、本発明の組成物は、１０ｍｇ／ｍｌ未満の溶解度を有する低い溶解度
の薬剤に対して好ましく、１ｍｇ／ｍｌ未満の溶解度を有する低い溶解度の薬剤に対して
さらに好ましい。概して、薬剤は、１０ｍｌよりも大きい投与量対水性溶解度を有し、さ
らに典型的には、１００ｍｌより大きい投与量対水性溶解度を有し、薬剤溶解度（ｍｇ／
ｍｌ）がＵＳＰシミュレートされた胃および腸緩衝液を含め、いずれの生理学的に適した
水性溶液（例えば、ｐＨ値１－８を有する溶液）でも観測される最小値であるということ
ができ、投与量は、ｍｇである。かくして、投与量対水性溶解度の比は、投与量（ｍｇで
）÷溶解度（ｍｇ／ｍｌで）によって計算することができる。
【００６１】
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薬剤の好ましい類としては、抗高血圧症剤；抗不安剤；抗凝血剤；抗痙攣剤；血液グルコ
ース低下剤；うっ血除去剤；抗ヒスタミン剤；鎮咳剤；抗腫瘍剤；β－ブロッカー；抗炎
症剤；抗精神病剤；認知増強剤；コレステロール低下剤；抗アテローム性動脈硬化剤；抗
肥満症剤；自己免疫疾患剤；抗不能症剤；抗細菌および真菌剤；催眠剤；抗パーキンソン
病剤；抗アルツハイマー病剤；抗生物質；抗うつ病剤；抗ウイルス剤；グリコーゲンホス
ホリラーゼ阻害剤；および、コレステロールエステル転移蛋白質阻害剤が挙げられるが、
これらに限定されるものではない。
【００６２】
名前を挙げた各薬剤は、薬剤の中性形、薬学的に許容可能な塩およびプロドラッグを含む
と理解するべきである。抗高血圧症剤の具体的な例としては、プラゾシン、ニフェジピン
、アムロジピンベシレート、トリマゾシンおよびドキサゾシンが挙げられ；血液グルコー
ス低下剤の具体的な例は、グリピジドおよびクロルプロパミドであり；抗不能症剤の具体
的な例は、シルデナフィルおよびシルデナフィルシトレートであり；抗腫瘍剤の具体的な
例としては、クロルアンブシル、ロムスチンおよびエキノマイシンが挙げられ；イミダゾ
ール－タイプの抗腫瘍剤の具体的な例は、ツブラゾールであり；抗高コレステロール血症
剤の具体的な例は、アトバスタチンおよびアトバスタチンカルシウムであり；抗不安症剤
の具体的な例としては、ヒドロキシジン塩酸塩およびドキセピン塩酸塩が挙げられ；抗炎
症剤の具体的な例としては、ベータメタゾン、プレドニゾロン、アスピリン、ピロキシカ
ム、バルデコキシブ、カルプロフェン、セレコキシブ、フルルビプロフェンおよび（＋）
－Ｎ－[４－〔３－（４－フルオロフェノキシ）フェノキシ〕－２－シクロペンテン－１
－イル]－Ｎ－ヒドロキシ尿素が挙げられ；バルビツレートの具体的な例は、フェノバル
ビタールであり；抗ウイルス剤の具体的な例としては、アシクロビル、ネルフィナビルお
よびビラゾールが挙げられ；ビタミン類／栄養剤の具体的な例としては、レチノールおよ
びビタミンＥが挙げられ；β－ブロッカーの具体的な例としては、チモロールおよびナド
ロールが挙げられ；催吐剤の具体的な例は、アポモルフィネであり；利尿剤の具体的な例
としては、クロルタリドンおよびスピロノラクトンが挙げられ；抗凝血剤の具体的な例は
、ジクマロールであり；強心剤の具体的な例としては、ジゴキシンおよびジギトキシンが
挙げられ；アンドロゲンの具体的な例としては、１７－メチルテストステロンおよびテス
トステロンが挙げられ；無機質コルチコイドの具体的な例は、デソキシコルチコステロン
であり；ステロイド系の催眠剤／鎮痛剤の具体的な例は、アルファキサロンであり；同化
剤の具体的な例としては、フルオキシメテステロンおよびメタンステノロンが挙げられ；
抗うつ剤の具体的な例としては、スルピリド、〔３，６－ジメチル－２－（２，４，６－
トリメチル－フェノキシ）－ピリジン－４－イル〕－（１－エチルプロピル）－アミン、
３，５－ジメチル－４－（３’－ペントキシ）－２－（２’，４’６’－トリメチルフェ
ノキシ）ピリジン、ピロキシジン、フルオキセチン、パロキセチン；ベンラファキシンお
よびセルトラリンが挙げられ；抗生物質の具体的な例としては、カルベナシリンインダニ
ルナトリウム、バカンピシリン塩酸塩、トローレアンドロマイシン、ドキシシリンハイク
レート、アンピシリンおよびペニシリンＧが挙げられ；抗感染症剤の具体的な例としては
、ベンズアルコニウムクロライドおよびクロルヘキシジンが挙げられ；冠状血管拡張剤の
具体的な例としては、ニトログリセリンおよびミオフラジンが挙げられ；催眠剤の具体的
な例は、エトミデートであり；炭酸脱水酵素阻害剤の具体的な例としては、アセタゾール
アミドおよびクロルゾールアミドが挙げられ；抗真菌剤の具体的な例としては、エコナゾ
ール、テルコナゾール、フルコナゾール、ボリコナゾールおよびグリセルフラビンが挙げ
られ；抗原生動物剤の具体的な例は、メトロニダゾールであり；駆虫剤の具体的な例とし
ては、チアベンダゾールおよびオキシフェンダゾールならびにモランテルが挙げられ；抗
ヒスタミン剤の具体的な例としては、アステミゾール、レボカバスチン、セチリジン、デ
カルボエトキシルオラタジンおよびシンナリジンが挙げられ；抗精神病剤の具体的な例と
しては、ジプラドン、オランゼピン、チオチケシン塩酸塩、フルスピリレン、リスペリド
ンおよびペンフルリドールが挙げられ；胃腸剤の具体的な例としては、ローパミドおよび
シサプリドが挙げられ；セロトニンアンタゴニストの具体的な例としては、ケタンセリン
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およびミアンセリンが挙げられ；鎮痛剤の例は、リドケインであり；低血糖症剤の具体的
な例は、アセトヘキサアミドであり；制吐剤の具体的な例は、ジメンヒドリネートであり
；抗細菌剤の具体的な例は、コトリモキサゾールであり；ドーパミン作働剤の具体的な例
は、Ｌ－ＤＯＰＡであり；抗アルツハイマー病剤の具体的な例は、ＴＨＡおよびドネペジ
ルであり；抗潰瘍剤／Ｈ２アンタゴニストの具体的な例は、ファモチジンであり；鎮静剤
／催眠剤の具体的な例としては、クロルジアゼポキシドおよびトリアゾラムが挙げられ；
血管拡張剤の具体的な例は、アルプロスタジルであり；血小板阻害剤の具体的な例は、プ
ロスタサイクリンであり；ＡＣＥ阻害剤／抗高血圧症剤の具体的な例としては、エナラプ
リル酸（ｅｎａｌａｐｒｉｌｉｃａｃｉｄ）およびリシノプリルであり；テトラサクリン
抗生物質の具体的な例としては、オキシテトラサイクリンおよびミノサイクリンが挙げら
れ；マクロライド抗生物質の具体的な例としては、エリスロマイシン、クラリスロマイシ
ンおよびスピラマイシンが挙げられ；アザリド抗生物質の具体的な例は、アジスロマイシ
ンであり；グリコーゲンホスホリラーゼ阻害剤の具体的な例としては、〔Ｒ－（Ｒ’Ｓ’
）〕－５－クロロ－Ｎ－〔２－ヒドロキシ－３－[メトキシメチルアミノ]－３－オキソ－
１－（フェニルメチル）プロピル－１Ｈ－インドール－２－カルボキサミドおよび５－ク
ロロ－１Ｈ－インドール－２－カルボン酸〔（１Ｓ）－ベンジル－（２Ｒ）－ヒドロキシ
－３－（（３Ｒ，４Ｓ）－ジヒドロキシ－ピロリジン－１－イル－）－３－オキシプロピ
ル〕アミドが挙げられ；コレステロールエステル転移蛋白質（ＣＥＴＰ）阻害剤の具体的
な例としては、〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）
－メトキシカルボニル－アミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒ
ドロ－２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸エチルエステル、〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔アセチル
－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－アミノ〕－２－エチル－トリフル
オロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステル
、〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビストリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ）〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－
キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステルが挙げられる。
【００６３】
本発明は、ＣＥＴＰ阻害剤のいずれかの特定の構造または群によって制限されない。むし
ろ、本発明は、類としてのＣＥＴＰ阻害剤に対する一般的な適用性を有し、その類は、低
い溶解度を有する化合物によって構成される傾向がある。
【００６４】
本発明の対象となりうる化合物は、数多くの特許および公開された出願において見出すこ
とができる：例えば、ＤＥ　１９７４１４００Ａ１；ＤＥ　１９７４１３９９Ａ１；ＷＯ
９９１４２１５Ａ１；ＷＯ９９１４１７４；ＤＥ　１９７０９１２５Ａ１；ＤＥ　１９７
０４２４４Ａ１；ＤＥ　１９７０４２４３Ａ１；ＥＰ　８１８４４８Ａ１；ＷＯ　９８０
４５２８Ａ２；ＤＥ　１９６２７４３１Ａ１ｌ；ＤＥ　１９６２７４３０Ａ１；ＤＥ　１
９６２７４１９Ａ１；ＥＰ　７９６８４６Ａ１；ＤＥ　１９８３２１５９；ＤＥ　８１８
１９７；ＤＥ　１９７４１０５１；ＷＯ　９９４１２３７Ａ１；ＷＯ　９９１４２０４Ａ
１；ＷＯ　９８３５９３７Ａ１；ＪＰ　１１０４９７４３；　ＷＯ　２０００１８７２１
；ＷＯ２０００１８７２３；ＷＯ２０００１８７２４；ＷＯ２０００１７１６４；ＷＯ２
０００１７１６５；ＷＯ２０００１７１６６；ＥＰ　９９２４９６；および、ＥＰ　９８
７２５１であり、これらの全ては、あらゆる目的に対してそれらの全体を参考とすること
によって本明細書に組込む。
【００６５】
本発明は、水性使用環境中でそれらの濃度を増大させることが望ましいような十分に低い
水性溶解度、低い生物学的利用能または遅い吸収速度を有するＣＥＴＰ阻害剤に対して有
用である。したがって、使用環境中でＣＥＴＰ阻害剤の水性濃度を上昇させることが望ま
しいことが見出されていればいつでも、本発明は、有用性を見出すであろう。ＣＥＴＰ阻
害剤は、ＣＥＴＰ阻害剤がいずれの生理学的に適切なｐＨ（例えば、ｐＨ１－８で）およ
び約２２℃で、ＣＥＴＰ阻害剤が最小水性溶解度約０．０１ｍｇ／ｍｌ（または１０μｇ
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／ｍｌ）を有することを意味する“実質的に水不溶性”である。（特に断わらない限り、
本明細書および請求項で称する場合は、約２２℃で決定される。）本発明の組成物は、Ｃ
ＥＴＰ阻害剤の溶解度が減少するにつれて、より大きな有用性を見出し、かくして、溶解
度約２μｇ／ｍｌ未満を有するＣＥＴＰ阻害剤が好ましく、溶解度約０．５μｇ／ｍｌを
有するＣＥＴＰ阻害剤がなおさらに好ましい。多くのＣＥＴＰ阻害剤は、なおより低い溶
解度（場合によっては、０．１μｇ／ｍｌ未満）さえ有し、実際の投与で到達する有効な
血漿濃度について、経口投与する際に、十分に生物学的利用能となるような劇的な濃度増
強を必要とする。
【００６６】
概して、溶解度が（ｍｇ／ｍｌ）がＵＳＰシミュレートされた胃および腸緩衝液を含めい
ずれかの生理学的に適当な水性溶液（例えば、ｐＨ値１－８を有するもの）でも観測され
る最小値であり、投与量がｍｇである場合には、ＣＥＴＰ阻害剤は、投与対水性溶解度比
約１００ｍｌより大を有するということができる。本発明の組成物は、上記したように、
ＣＥＴＰ阻害剤の溶解度が減少し、投与量が増大するにつれてより大きな有用性を見出す
。かくして、本組成物は、投与量対溶解度の比が増大するにつれて好ましく、かくして、
投与量対溶解度の比１０００ｍｌより大に対して好ましく、投与量対溶解度の比約５００
０ｍｌに対してさらに好ましい。投与量対溶解度の比は、投与量（ｍｇで）÷水性溶解度
（ｍｇ／ｍｌで）によって決定することができる。
【００６７】
多くのＣＥＴＰ阻害剤の経口による供給は、それらの水性溶解度が通常極めて低く、典型
的には、２μｇ／ｍｌ未満であり、０．１μｇ／ｍｌであることも多いので、とりわけ難
しい。このような低い溶解度は、ＣＥＴＰに対して結合する種の個々の構造的特性の直接
的な帰結であり、かくして、ＣＥＴＰ阻害剤として作用する。この低い溶解度は、主とし
て、ＣＥＴＰ阻害剤の疎水性による。ＣｌｏｇＰは、薬剤のオクタノールへの溶解度対薬
剤の水への溶解度の比の１０を底とする対数として定義され、疎水性の広く受け入れられ
ている尺度である。概して、ＣＥＴＰ阻害剤に対するＣｌｏｇＰ値は、４より大であり、
５－７より大であることも多い。かくして、ＣＥＴＰ阻害剤の類としての疎水性および不
溶性は、経口による供給に対する個々のチャレンジを提供する。薬剤の実際の量を経口投
与することにより血液中の治療薬剤レベルを達成するには、概して、胃腸液中の薬剤濃度
における大きな増強および生ずる生物学的利用能の大きな増強を必要とする。胃腸液にお
ける薬剤濃度のこのような増強は、典型的には、所望される血液レベルを達成するために
、少なくとも約１０倍、多くは、少なくとも５０倍、さらには、少なくとも２００倍を必
要とする。驚くべきことに、本発明の配合物は、薬剤濃度および生物学的利用能における
必要とされる大きな増強を有することが立証されている。
【００６８】
慣用的な知識とは対照的に、水溶性濃度および生物学的利用能における増強の相対的な度
合いは、概して、溶解度が減少し、疎水性が増大するにつれて、ＣＥＴＰ阻害剤に対して
改良される。事実、本発明者らは、本質的に水不溶性、高度に疎水性であり、一連の物理
的特性を特徴とするこれらＣＥＴＰ阻害剤の亜類を認識した。この亜類は、本発明の組成
物を使用して配合する時に、水性濃度および生物学的利用能における劇的な増強を示す。
【００６９】
本質的に不溶性で疎水性のＣＥＴＰ阻害剤のこの亜類の第１の特性は、極めて低い水性溶
解度である。極めて低い水性溶解度とは、生理学的に適したｐＨ（ｐＨ１－８）での最小
水性溶解度が約１０μｇ／ｍｌ未満であり、好ましくは、約１μｇ／ｍｌ未満であること
を意味する。
【００７０】
第２の特性は、非常に高い投与量対溶解度比である。極めて低い溶解度は、薬剤が慣用的
に経口投与される時、胃腸管からの液体より薬剤の乏しいか遅い吸収をもたらすことが多
い。極めて低い溶解度の薬剤に対して、乏しい吸収は、概して、投与量（経口的に与えら
れる薬剤の質量）が増大するにつれ、漸次さらに難しくなる。かくして、本質的に不溶性
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で疎水性のＣＥＴＰ阻害剤のこの亜類の第２の特性は、非常に高い投与量（ｍｇで）対溶
解度（ｍｇ／ｍｌで）の比（ｍｌ）である。“非常に高い投与量対溶解度の比”は、投与
量対溶解度の比が少なくとも１０００ｍｌ、好ましくは、少なくとも５，０００ｍｌ、さ
らに好ましくは、少なくとも１０，０００ｍｌの値を有することを意味する。
【００７１】
本質的に不溶性で疎水性のＣＥＴＰ阻害剤のこの亜類の第３の特性は、それらが極めて疎
水性であることである。極めて疎水性であるとは、薬剤のＣｌｏｇＰ値が少なくとも４．
０、好ましくは、少なくとも５．０、さらに好ましくは、少なくとも５．５の値を有する
ことを意味する。
【００７２】
本質的に不溶性のＣＥＴＰ阻害剤のこの亜類の第４の特性は、それらが低い融点を有する
ことである。概して、この亜類の薬剤は、約１５０℃以下の融点、好ましくは、約１４０
℃以下の融点を有するであろう。
【００７３】
主として、これら４つの特性の幾つかまたは全ての結果として、この亜類のＣＥＴＰ阻害
剤は、典型的には、非常に低い絶対生物学的利用能を有する。具体的には、この亜類の薬
剤の絶対生物学的利用能は、それらの未分散状態で経口投与される時に、約１０％未満で
あり、約５％未満であることがさらに多い。
【００７４】
さて、具体的なＣＥＴＰ阻害剤の化学構造に戻ると、本発明で有用性が見出されるＣＥＴ
Ｐ阻害剤の１つの類は、式Ｉ：
【００７５】
【化１】

【００７６】
〔式中、ＲI-1は、水素、ＹI、ＷI－ＸI、ＷI－ＹIであり；
ここで、ＷIは、カルボニル、チオカルボニル、スルフィニルまたはスルホニルであり；
ＸIは、－Ｏ－ＹI、－Ｓ－ＹI、－Ｎ（Ｈ）－ＹIまたは－Ｎ－（ＹI）2であり；
ここで、各場合についてのＹIは、独立に、ＺI；または、完全に飽和、一部不飽和または
完全に不飽和な１－１０員直鎖または分岐炭素鎖であり、結合炭素以外の炭素は、酸素、
硫黄および窒素から独立に選択される１個または２個のヘテロ原子で置換されていてもよ
く、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換されていてもよく、前記炭素は、ヒド
ロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよく、前記
硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記窒素は、オキソで一または二置
換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＺIで一置換されていてもよく；
ここで、ＺIは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－８員環であるか、または、
窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独立
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に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環か
らなる２環式環であり；
ここで、前記ＺI置換基は、ハロ；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；ヒ
ドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シア
ノ；オキソ；カルボキシル；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－または
ジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく
；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ハロ；ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ

1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシル；（Ｃ1－Ｃ6）
アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノ
で独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ま
た、１－９個のフッ素で置換されていてもよく；
ＲI-3は、水素またはＱIであり；
ここで、ＱIは、完全に飽和、一部不飽和または完全に不飽和な１－６員直鎖または分岐
炭素鎖であり、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１個の
ヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換され
ていてもよく、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソ
で一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前
記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＶIで一置換され
ていてもよく；
ここで、ＶIは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－８員環であるか、または、
窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独立
に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環か
らなる２環式環であり；
前記ＶI置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒドロキシ
；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキ
ソ；カルバモイル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルカルバモイル；
カルボキシル；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－
（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二、三または四置換されていてもよく；前記（
Ｃ1－Ｃ6）アルキルまたは（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル置換基は、ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）ア
ルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシル
；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）
アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキ
ルまたは（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換されていても
よく；
ＲI-4は、ＱI-1またはＶI-1であり；
ここで、ＱI-1は、完全に飽和、一部不飽和または完全に不飽和な１－６員直鎖または分
岐炭素鎖であり、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１個
のヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換さ
れていてもよく、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキ
ソで一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、
前記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＶI-1で一置換
されていてもよく；
ここで、ＶI-1は、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１個または２個のヘテロ
原子を有してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環であり；
ここで、前記ＶI-1置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；
アミノ；ニトロ；シアノ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ
－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二、三または四置換されていてもよ
く；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、オキソで一置換されていてもよく；前記（Ｃ1

－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換されていてもよく；
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ここで、ＲI-3は、ＶIを含有する必要があるか、または、ＲI-4は、ＶI-1を含有する必要
があり；ＲI-5、ＲI-6、ＲI-7およびＲI-8は、各々、独立に、水素、ヒドロキシまたはオ
キシであり；ここで、前記オキシは、ＴI；または、一部飽和、完全に飽和または完全に
不飽和な１－１２員直鎖または分岐炭素鎖であり、ここで、結合炭素以外の炭素は、酸素
、硫黄および窒素から独立に選択される１個または２個ののヘテロ原子で置換されていて
もよく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換されていてもよく、前記炭素は、
ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよく、
前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記窒素は、オキソで一または
二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＴIで一置換されていてもよく；
ここで、ＴIは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－８員環であるか、または、
窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独立
に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環か
らなる２環式環であり；
ここで、前記ＴI置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒ
ドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シア
ノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ
－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）
アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオ
キシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一
、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９
個のフッ素で置換されていてもよい。〕
を有するオキシ置換された４－カルボキシアミノ－２－メチル－１，２，３，４－テトラ
ヒドロキノリン類；および、前記化合物の薬学的に許容可能な塩類、エナンチオマーまた
は立体異性体からなる。
【００７７】
式Ｉで表される化合物およびそれらの製造方法は、共通に譲渡された米国特許Ｎｏ．６，
１４０，３４２；米国特許Ｎｏ．６，３６２，１９８およびＥＰ特許公開９８７２５１に
開示されており、これらの特許および特許公開は、あらゆる目的に対してそれらの全体を
参考とすることによって本明細書に組込む。
【００７８】
好ましい実施態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、式Ｉで表される以下の化合物：
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ジクロロ－ベンジル）－メトキシカルボニル－アミノ〕
－６，７－ジメトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－カルボン
酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ジニトロ－ベンジル）－メトキシカルボニル－アミノ〕
－６，７－ジメトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－カルボン
酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（２，６－ジクロロ－ピリジン－４－イルメチル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６，７－ジメトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリ
ン－１－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６，７－ジメトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリ
ン－１－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６－メトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１
－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－７－メトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１
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－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６，７－ジメトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリ
ン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－エトキシカル
ボニル－アミノ〕－６，７－ジメトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリ
ン－１－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６，７－ジメトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリ
ン－１－カルボン酸２，２，２－トリフルオロエチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６，７－ジメトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリ
ン－１－カルボン酸プロピルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６，７－ジメトキシ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリ
ン－１－カルボン酸ｔ－ブチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－メチル－６－トリフルオロメトキシ－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－
キノリン－１－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－（１－ブチリル－６
，７－ジメトキシ－２－メチル－１，２，３，４－テトラヒドロ－キノリン－４－イル）
－カルバミン酸メチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－（１－ブチル－６，
７－ジメトキシ－２－メチル－１，２，３，４－テトラヒドロ－キノリン－４－イル）－
カルバミン酸メチルエステル；および、
〔２Ｒ，４Ｓ〕（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－〔（１－（２－エチ
ル－ブチル）－６，７－ジメトキシ－２－メチル－１，２，３，４－テトラヒドロ－キノ
リン－４－イル）－カルバミン酸メチルエステル塩酸塩；
の１つから選択される。
【００７９】
本発明で有用性が見出されるＣＥＴＰ阻害剤のもう１つの類は、式ＩＩ：
【００８０】
【化２】

【００８１】
〔式中、ＲII-1は、水素、ＹII、ＷII－ＸII、ＷII－ＹIIであり；
ここで、ＷIIは、カルボニル、チオカルボニル、スルフィニルまたはスルホニルであり；
ＸIIは、－Ｏ－ＹII、－Ｓ－ＹII、－Ｎ（Ｈ）－ＹIIまたは－Ｎ－（ＹII）2であり；
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ここで、各場合についてのＹIIは、独立に、ＺII；または、完全に飽和、一部不飽和また
は完全に不飽和な１－１０員直鎖または分岐炭素鎖であり、結合炭素以外の炭素は、酸素
、硫黄および窒素から独立に選択される１個または２個のヘテロ原子で置換されていても
よく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換されていてもよく、前記炭素は、ヒ
ドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよく、前
記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記窒素は、オキソで一または二
置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＺIIで一置換されていてもよく；
ＺIIは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよ
い、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－１２員環であるか、または、窒素、
硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独立に採用
される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環からなる
２環式環であり；
ここで、前記ＺII置換基は、ハロ；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；ヒ
ドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シア
ノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ
－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ハロ；ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1

－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）ア
ルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで
独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、また
、１－９個のフッ素で置換されていてもよく；
ＲII-3は、水素またはＱIIであり；
ここで、ＱIIは、完全に飽和、一部不飽和または完全に不飽和な１－６員直鎖または分岐
炭素鎖であり、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１個の
ヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素は、ハロで一、二または三置換されていて
もよく、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置
換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記窒素
は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＶIIで一置換されていて
もよく；
ここで、ＶIIは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－１２員環であるか、または
、窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独
立に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環
からなる２環式環であり；
ここで、前記ＶII置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒ
ドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シア
ノ；オキソ；カルボキサモイル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルカ
ルボキサモイル；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－また
はジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよ
く；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキルまたは（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル置換基は、ヒドロキシ；(C

1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カ
ルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ

1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6

）アルキルまたは（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換され
ていてもよく；
ＲII-4は、ＱII-1またはＶII-1であり；
ここで、ＱII-1は、完全に飽和、一部不飽和または完全に不飽和な１－６員直鎖または分
岐炭素鎖であり、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１個
のヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換さ
れていてもよく、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキ
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ソで一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、
前記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＶII-1で一置換
されていてもよく；
ここで、ＶII-1は、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１個または２個のヘテロ
原子を有してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環であり；
ここで、前記ＶII-1置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；
アミノ；ニトロ；シアノ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ
－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二、三または四置換されていてもよ
く；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、オキソで一置換されていてもよく；前記（Ｃ1

－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換されていてもよく；
ここで、ＲII-3は、ＶIIを含有する必要があるか、または、ＲII-4は、ＶII-1を含有する
必要があり；ＲII-5、ＲII-6、ＲII-7およびＲII-8は、各々、独立に、水素、結合、ニト
ロまたはハロであり；ここで、前記結合は、ＴII；または、一部飽和、完全に飽和または
完全に不飽和な（Ｃ1－Ｃ12）直鎖または分岐炭素鎖で置換され、ここで、炭素は、酸素
、硫黄および窒素から選択される１個または２個のヘテロ原子で置換されていてもよく、
前記炭素原子は、ハロで独立に一、二または三置換されていてもよく、前記炭素は、ヒド
ロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよく、前記
硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記窒素は、オキソで一または二置
換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＴIIで一置換されていてもよく；
ここで、ＴIIは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－１２員環であるか、または
、窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独
立に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環
からなる２環式環であり；
ここで、前記ＴII置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒ
ドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シア
ノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ
－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）
アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオ
キシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一
、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９
個のフッ素で置換されていてもよいが；
ただし、置換基ＲII-5、ＲII-6、ＲII-7およびＲII-8の少なくとも１つは、水素ではなく
、かつ、オキシを介してキノリン部分に結合されていない。〕
を有する４－カルボキシアミノ－２－メチル－１，２，３，４－テトラヒドロキノリン類
；および、前記化合物の薬学的に許容可能な塩類、エナンチオマーまたは立体異性体から
なる。
【００８２】
式ＩＩで表される化合物およびそれらの製造方法は、共通に譲渡された米国特許Ｎｏ．６
，１４７，０９０；２０００年９月２７日に出願された米国特許出願Ｎｏ．０９／６７１
，４００；およびＰＣＴ公開Ｎｏ．ＷＯ００／１７１６６に開示されており、これら特許
および特許出願の全ては、あらゆる目的に対してそれらの全体を参考とすることによって
本明細書に組込む。
【００８３】
好ましい実施態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、式ＩＩで表される以下の化合物：
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－メチル－７－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キ
ノリン－１－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
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ボニル－アミノ〕－７－クロロ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－
カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６－クロロ－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－
カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２，６，７－トリメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－
カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６，７－ジエチル－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン
－１－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６－エチル－２－メチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１－
カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－メチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キ
ノリン－１－カルボン酸エチルエステル；および、
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－メチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キ
ノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
の１つから選択される。
【００８４】
本発明で有用性が見出されるＣＥＴＰ阻害剤のもう１つの類は、式ＩＩＩ：
【００８５】
【化３】

【００８６】
〔式中、ＲIII-1は、水素、ＹIII、ＷIII－ＸIII、ＷIII－ＹIIIであり；
ここで、ＷIIIは、カルボニル、チオカルボニル、スルフィニルまたはスルホニルであり
；
ＸIIIは、－Ｏ－ＹIII、－Ｓ－ＹIII、－Ｎ（Ｈ）－ＹIIIまたは－Ｎ－（ＹIII）2であり
；
各場合についてのＹIIIは、独立に、ＺIII；または、完全に飽和、一部不飽和または完全
に不飽和の１－１０員直鎖または分岐炭素鎖であり、結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄
および窒素から独立に選択される１個または２個のヘテロ原子で置換されていてもよく、
前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換されていてもよく、前記炭素は、ヒドロキ
シで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよく、前記硫黄
は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記窒素は、オキソで一または二置換さ
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れていてもよく、前記炭素鎖は、ＺIIIで一置換されていてもよく；
ここで、ＺIIIは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を
有してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－１２員環であるか、また
は、窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、
独立に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員
環からなる２環式環であり；
ここで、前記ＺIII置換基は、ハロ；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；
ヒドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シ
アノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－または
ジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく
；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ハロ；ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ

1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）ア
ルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで
独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、１－
９個のフッ素で置換されていてもよく；
ＲIII-3は、水素またはＱIIIであり；
ここで、ＱIIIは、完全に飽和、一部不飽和または完全に不飽和な１－６員直鎖または分
岐炭素鎖であり、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１個
のヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換さ
れていてもよく、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキ
ソで一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、
前記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＶIIIで一置換
されていてもよく；
ここで、ＶIIIは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を
有してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－１２員環であるか、また
は、窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、
独立に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員
環からなる２環式環であり；
前記ＶIII置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒドロキ
シ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オ
キソ；カルボキモイル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルカルボキサ
モイル；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ
，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二、三または四置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキルまたは（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル置換基は、ヒドロキシ；(C1－
Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カル
ボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1

－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6

）アルキルまたは（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル置換基は、１－９個のフッ素で置換されていて
もよく；
ＲIII-4は、ＱIII-1またはＶIII-1であり；
ここで、ＱIII-1は、完全に飽和、一部不飽和または完全に不飽和な１－６員直鎖または
分岐炭素鎖であり、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１
個のヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換
されていてもよく、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オ
キソで一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく
、前記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＶIIi-1で一
置換されていてもよく；ここで、ＶIII-1は、酸素、硫黄および窒素から独立に選択され
る１個または２個のヘテロ原子を有してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽
和な３－６員環であり；
ここで、前記ＶIII-1置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ
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；アミノ；ニトロ；シアノ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－または
ジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二、三または四置換されていても
よく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、オキソで一置換されていてもよく；前記（Ｃ

1－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換されていてもよく；
ここで、ＲIII-3は、ＶIIIを含有する必要があるか、または、ＲIII-4は、ＶIII-1を含有
する必要があり；ＲIII-5およびＲIII-6、もしくは、ＲIII-6およびＲIII-7、および／ま
たは、ＲIII-7およびＲIII-8は、一緒になり、窒素、硫黄および酸素から独立に選択され
る１－３個のヘテロ原子を有してもよい、一部飽和または完全に不飽和である少なくとも
１個の４－８員環を形成し；
ここで、前記ＲIII-5およびＲIII-6、もしくは、ＲIII-6およびＲIII-7、および／または
、ＲIII-7およびＲIII-8によって形成される前記１つまたは複数の環は、ハロ；（Ｃ1－
Ｃ6）アルキル；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルスルホニル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒドロキ
シ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オ
キソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，
Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（
Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ヒドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アル
キルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシ
カルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二
または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、１－９個のフッ素
を有してもよいが；
ただし、置換基ＲIII-5、ＲIII-6、ＲIII-7および／またはＲIII-8は、場合によっては、
少なくとも１つの環を形成しなくともよく、各々、独立に、水素；ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）ア
ルコキシまたは（Ｃ1－Ｃ6）アルキルであり；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキルは、１－９個の
フッ素を有してもよい。〕
環状構造を有する４－カルボキシアミノ－２－メチル－１，２，３，４－テトラヒドロキ
ノリン類；前記化合物の薬学的に許容可能な塩類、エナンチマーまたは立体異性体からな
る。
【００８７】
式ＩＩＩで表される化合物およびそれらの製造方法は、共通に譲渡された米国特許Ｎｏ．
６，１４７，０８９；米国特許Ｎｏ．６，３１０，０７５；および、１９９９年９月１４
日に出願されたヨーロッパ特許出願Ｎｏ．９９３０７２４０．４に開示されており；これ
らの特許および特許出願の全ては、あらゆる目的に対してそれらの全体を参考とすること
によって本明細書に組込む。
【００８８】
好ましい実施態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、式ＩＩＩで表される以下の化合物：
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－メチル－２，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロ－シクロペンタ
〔ｇ〕キノリン－１－カルボン酸エチルエステル；
〔６Ｒ，８Ｓ〕８－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６－メチル－３，６，７，８－テトラヒドロ－１Ｈ－２－チア－５－
アザ－シクロペンタ〔ｂ〕ナフタレン－５－カルボン酸エチルエステル；
〔６Ｒ，８Ｓ〕８－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６－メチル－３，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－２－フロ〔２，
３－ｇ〕キノリン－５－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－メチル－３，４，６，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ〔３，４－
ｇ〕キノリン－１－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－メチル－３，４，６，７，８，９－ヘキサヒドロ－２Ｈ－ベンゾ
〔ｇ〕キノリン－１－カルボン酸プロピルエステル；
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〔７Ｒ，９Ｓ〕９－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－７－メチル－１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロ－６－アザ－シ
クロペンタ〔ａ〕ナフタレン－６－カルボン酸エチルエステル；および、
〔６Ｓ，８Ｒ〕６－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－８－メチル－１，２，３，６，７，８－ヘキサヒドロ－９－アザ－シ
クロペンタ〔ａ〕ナフタレン－９－カルボン酸エチルエステル；
の１つから選択される。
【００８９】
本発明で有用性が見出されるＣＥＴＰ阻害剤のもう１つの類は、式ＩＶ：
【００９０】
【化４】

【００９１】
〔式中、ＲIV-1は、水素、ＹIV、ＷIV－ＸIV、または、ＷIV－ＹIVであり；
ここで、ＷIVは、カルボニル、チオカルボニル、スルフィニルまたはスルホニルであり；
ＸIVは、－Ｏ－ＹIV、－Ｓ－ＹIV、－Ｎ（Ｈ）－ＹIVまたは－Ｎ－（ＹIV）2であり；
ここで、各場合についてのＹIVは、独立に、ＺIV；または、完全に飽和、一部不飽和また
は完全に不飽和な１－１０員直鎖または分岐炭素鎖であり、結合炭素以外の炭素は、酸素
、硫黄および窒素から独立に選択される１個または２個のヘテロ原子で置換されていても
よく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換されていてもよく、前記炭素は、ヒ
ドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよく、前
記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記窒素は、オキソで一または二
置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＺIVで一置換されていてもよく；
ここで、ＺIVは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－８員環であるか、または、
窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独立
に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環か
らなる２環式環であり；
ここで、前記ＺIV置換基は、ハロ；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；ヒ
ドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シア
ノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ
－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ハロ；ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1

－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）ア
ルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで
独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、また
、１－９個のフッ素で置換されていてもよく；
ＲIV-2は、一部飽和、完全に飽和、完全に不飽和な１－６員直鎖または分岐炭素鎖であり
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、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１個または２
個のヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素原子は、ハロで独立に一、二または三
置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよく、前記炭素は、ヒ
ドロキシで一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていても
よく、前記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記ＲIV-2は、酸素、硫
黄および窒素から選択される１個または２個のヘテロ原子を有してもよい、一部飽和、完
全に飽和または完全に不飽和な３－７員環であり、ここで、前記ＲIV-2環は、（Ｃ1－Ｃ4

）アルキルを介して結合していてもよく；
ここで、前記ＲIV-2環は、ハロ；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；ヒド
ロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ
；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－
Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二、または三置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ハロ；ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1

－Ｃ4）アルキルチオ；オキソ；または、（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニルで独立
に一、二または三置換されていてもよいが；
ただし、ＲIV-2は、メチルではなく；
ＲIV-3は、水素またはＱIVであり；
ここで、ＱIVは、完全に飽和、一部不飽和または完全に不飽和な１－６員直鎖または分岐
炭素鎖であり、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１個の
ヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換され
ていてもよく、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソ
で一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前
記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＶIVで一置換され
ていてもよく；
ここで、ＶIVは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－８員環であるか、または、
窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独立
に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環か
らなる２環式環であり；
前記ＶIV置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒドロキシ
；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキ
ソ；カルボキサモイル：モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルカルボキサ
モイル；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ
，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二、三または四置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキルまたは（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル置換基は、ヒドロキシ；(C1－
Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カル
ボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1

－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6

）アルキルまたは（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換され
ていてもよく；
ＲIV-4は、ＱIV-1またはＶIV-1であり；
ここで、ＱIV-1は、完全に飽和、一部不飽和または完全に不飽和な１－６員直鎖または分
岐炭素鎖であり、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１個
のヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換さ
れていてもよく、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキ
ソで一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、
前記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＶIV-1で一置換
されていてもよく；
ここで、ＶIV-1は、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１個または２個のヘテロ
原子を有してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環であり；
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ここで、前記ＶIV-1置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；
アミノ；ニトロ；シアノ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ
－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二、三または四置換されていてもよ
く；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、オキソで一置換されていてもよく；前記（Ｃ1

－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換されていてもよく；
ここで、ＲIV-3は、ＶIVを含有する必要があるか、または、ＲIV-4は、ＶIV-1を含有置換
する必要があり；ＲIV-5、ＲIV-6、ＲIV-7およびＲIV-8は、各々、独立に、水素、結合、
ニトロまたはハロであり；ここで、前記結合は、ＴIV；または、一部飽和、完全に飽和ま
たは完全に不飽和な（Ｃ1－Ｃ12）直鎖または分岐炭素鎖であり、ここで、炭素は、酸素
、硫黄および窒素から独立に選択される１個または２個ののヘテロ原子で置換されていて
もよく、前記炭素原子は、ハロで独立に一、二または三置換されていてもよく、前記炭素
は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよ
く、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記窒素は、オキソで一ま
たは二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＴIVで一置換されていてもよく；
ここで、ＴIVは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－８員環であるか、または、
窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独立
に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環か
らなる２環式環であり；
ここで、前記ＴIV置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒ
ドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シア
ノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ
－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）
アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオ
キシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一
、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９
個のフッ素で置換されていてもよく；
ここで、ＲIV-5およびＲIV-6、もしくは、ＲIV-6およびＲＩV-7および／またはＲIV-7お
よびＲIV-8は、また、一緒に合さって、窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－
３個のヘテロ原子を有してもよい、一部飽和または完全に不飽和である少なくとも１個の
４－８員環を形成することができ；
ここで、ＲIV-5およびＲIV-6、もしくは、ＲIV-6およびＲIV-7および／またはＲIV-7およ
びＲIV-8によって形成される前記１個または複数の環は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；
（Ｃ1－Ｃ4）アルキルスルホニル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）
アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ
；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）
アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキ
ル置換基は、ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；
ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－
Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されて
いてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換されて
いてもよいが；
ただし、ＲIV-2がカルボキシルまたは（Ｃ1－Ｃ4）アルキルカルボキシルである時、ＲIV

-1は、水素ではない。〕
を有する４－カルボキシアミノ－２－置換された－１，２，３，４－テトラヒドロキノン
類；前記化合物の薬学的に許容可能な塩類、エナンチオマーまたは立体異性体からなる。
【００９２】
式ＩＶで表される化合物およびそれらの製造方法は、共通に譲渡された米国特許Ｎｏ．６
，１９７，７８６；１０／１０／００に出願された米国特許出願シリアルＮｏ．０９／６
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８５，３０００；および、ＰＣＴ公開Ｎｏ．ＷＯ００／１７１６４に開示されており、こ
れらの特許および特許出願は、あらゆる目的に対してそれら全体を参考とすることによっ
て本明細書に組込む。
【００９３】
好ましい実施態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、式ＩＶで表される以下の化合物：
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－イソプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２
Ｈ－キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－６－クロロ－２－シクロプロピル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリ
ン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕２－シクロプロピル－４－〔（３，５－ジクロロ－ベンジル）－メトキシ
カルボニル－アミノ〕－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－
１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－
２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸ｔ－ブチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｒ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－
２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－
２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－シクロブチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２
Ｈ－キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キ
ノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－メトキシメチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－
２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キ
ノリン－１－カルボン酸２－ヒドロキシ－エチルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－
２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キ
ノリン－１－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－
２Ｈ－キノリン－１－カルボン酸プロピルエステル；および、
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－メトキシカル
ボニル－アミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キ
ノリン－１－カルボン酸プロピルエステル；
の１つから選択される。
【００９４】
本発明で有用性を見出されるＣＥＴＰ阻害剤のもう１つの類は、式Ｖ：
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【００９５】
【化５】

【００９６】
〔式中、ＲV-1は、ＹV、ＷV－ＸV、ＷV－ＹVであり；
ここで、ＷVは、カルボニル、チオカルボニル、スルフィニルまたはスルホニルであり；
ＸVは、－Ｏ－ＹV、－Ｓ－ＹV、－Ｎ（Ｈ）－ＹVまたは－Ｎ－（ＹV）2であり；
ここで、各場合についてのＹVは、独立に、ＺV；または、完全に飽和、一部不飽和または
完全に不飽和な１－１０員直鎖または分岐炭素鎖であり、結合炭素以外の炭素は、酸素、
硫黄および窒素から独立に選択される１個または２個のヘテロ原子で置換されていてもよ
く、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換されていてもよく、前記炭素は、ヒド
ロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよく、前記
硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記窒素は、オキソで一または二置
換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＺVで一置換されていてもよく；
ここで、ＺVは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－８員環であるか、または、
窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独立
に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環か
らなる２環式環であり；
ここで、前記ＺV置換基は、ハロ；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；ヒ
ドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シア
ノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ
－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ハロ；ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1

－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）ア
ルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで
独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、また
、１－９個のフッ素で置換されていてもよく；
ＲV-2は、一部飽和、完全に飽和、完全に不飽和な１－６員直鎖または分岐炭素鎖であり
、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１個または２個のヘ
テロ原子で置換されていてもよく、前記炭素原子は、ハロで独立に一、二または三置換さ
れていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよく、前記炭素は、ヒドロキ
シで一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、
前記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記ＲV-2は、酸素、硫黄およ
び窒素から独立に選択される１個または２個のヘテロ原子を有してもよい、一部飽和、完
全に飽和または完全に不飽和な３－７員環であり、ここで、前記ＲV-2環は、（Ｃ1－Ｃ4

）アルキルを介して結合していてもよく；
ここで、前記ＲV-2環は、ハロ；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；ヒド
ロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ



(31) JP 4057849 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－
Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；前
記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ハロ；ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－
Ｃ4）アルキルチオ；オキソ；または、（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニルで独立に
一、二または三置換されていてもよく；
ＲV-3は、水素またはＱVであり；
ここで、ＱVは、完全に飽和、一部不飽和または完全に不飽和な１－６員直鎖または分岐
炭素鎖であり、その結合炭素以外の炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１個の
ヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換され
ていてもよく、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソ
で一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前
記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＶVで一置換され
ていてもよく；
ここで、ＶVは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－８員環であるか、または、
窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独立
に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環か
らなる２環式環であり；
前記ＶV置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒドロキシ
；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキ
ソ；カルボキサモイル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルカルボキサ
モイル；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ
，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二、三または四置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキルまたは（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル置換基は、ヒドロキシ；(C1－
Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カル
ボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1

－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6

）アルキルまたは（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換され
ていてもよく；
ＲV-4は、シアノ；ホルミル；ＷV-1ＱV-1；ＷV-1ＶV-1；（Ｃ1－Ｃ4）アルキレンＶV-1ま
たはＶV-2であり；
ここで、ＷV-1は、カルボニル；チオカルボニル；ＳＯまたはＳＯ2であり；
ここで、ＱV-1は、完全に飽和、一部不飽和または完全に不飽和な１－６員直鎖または分
岐炭素鎖であり、その炭素は、酸素、硫黄および窒素から選択される１個のヘテロ原子で
置換されていてもよく、前記炭素は、ハロで独立に一、二または三置換されていてもよく
、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されていてもよく、前記炭素は、オキソで一置換され
ていてもよく、前記硫黄は、オキソで一または二置換されていてもよく、前記窒素は、オ
キソで一または二置換されていてもよく、前記炭素鎖は、ＶV-1で一置換されていてもよ
く；
ここで、ＶV-1は、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１個または２個のヘテロ
原子を有してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環、または、
窒素、硫黄、酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独立に採
用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環からな
る２環式環であり；
ここで、前記ＶV-1置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；
ヒドロキシ；オキソ；アミノ；ニトロ；シアノ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル
；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二、三または
四置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、オキソで一置換されてい
てもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換されてい
てもよく；
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ここで、ＶV-2は、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を
含有する一部飽和、完全に飽和、または完全に不飽和な５－７員環であり；
ここで、前記ＶV-2置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ2）アルキル；（Ｃ1－Ｃ2）アルコキシ；
ヒドロキシまたはオキソで独立に一、二または三置換されていてもよく；ここで、前記（
Ｃ1－Ｃ2）アルキルは、１－５個のフッ素を有してもよく；
ここで、ＲV-4は、Ｃ4窒素に直接結合したオキシカルボニルを含まず；
ここで、ＲV-3は、ＶVを含有する必要があるか、または、ＲV-4は、ＶV-1を含有する必要
があり；
ＲV-5、ＲV-6、ＲV-7およびＲV-8は、独立に、水素、結合、ニトロまたはハロであり；こ
こで、前記結合は、ＴV；または、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な（Ｃ1－Ｃ

12）直鎖または分岐炭素鎖であり、ここで、炭素は、酸素、硫黄および窒素から独立に選
択される１個または２個のヘテロ原子で置換されていてもよく、前記炭素原子は、ハロで
独立に一、二または三置換されていてもよく、前記炭素は、ヒドロキシで一置換されてい
てもよく、前記炭素は、オキソで一置換されていてもよく、前記硫黄は、オキソで一また
は二置換されていてもよく、前記窒素は、オキソで一または二置換されていてもよく、前
記炭素鎖は、ＴVで一置換されていてもよく；
ここで、ＴVは、酸素、硫黄および窒素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有
してもよい、一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－１２員環であるか、または
、窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－４個のヘテロ原子を有してもよい、独
立に採用される、２つの縮合した一部飽和、完全に飽和または完全に不飽和な３－６員環
からなる２環式環であり；
ここで、前記ＴV置換基は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒ
ドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シア
ノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ
－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；
前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ヒドロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）
アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオ
キシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一
、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９
個のフッ素で置換されていてもよく；
ここで、ＲV-5およびＲV-6、もしくは、ＲV-6およびＲV-7、および／または、ＲV-7およ
びＲV-8は、また、一緒になって、窒素、硫黄および酸素から独立に選択される１－３個
のヘテロ原子を有してもよい、一部飽和または完全に不飽和である少なくとも１個の環を
形成することができ；
ここで、ＲV-5およびＲV-6、もしくは、ＲV-6およびＲV-7、および／または、ＲV-7およ
びＲV-8によって形成される前記環は、ハロ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキル；（Ｃ1－Ｃ4）アル
キルスルホニル；（Ｃ2－Ｃ6）アルケニル；ヒドロキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ

1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）ア
ルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで
独立に一、二または三置換されていてもよく；前記（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、ヒド
ロキシ；(C1－Ｃ6）アルコキシ；（Ｃ1－Ｃ4）アルキルチオ；アミノ；ニトロ；シアノ；
オキソ；カルボキシ；（Ｃ1－Ｃ6）アルキルオキシカルボニル；モノ－Ｎ－またはジ－Ｎ
，Ｎ－（Ｃ1－Ｃ6）アルキルアミノで独立に一、二または三置換されていてもよく；前記
（Ｃ1－Ｃ6）アルキル置換基は、また、１－９個のフッ素で置換されていてもよい。〕
を有する４－アミノ置換された－２－置換された－１，２，３，４－テトラヒドロキノリ
ン類；前記化合物の薬学的に許容可能な塩類、エナンチオマーまたは立体異性体からなる
。
【００９７】
式Ｖで表される化合物およびそれらの製造方法は、共通に譲渡された米国特許Ｎｏ．６，
１４０，３４３；２０００年９月２７日に出願された米国特許出願シリアルＮｏ．０９／
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６７１，２２１；および、ＰＣＴ公開Ｎｏ．ＷＯ００／１７１６５に開示されており；こ
れらの特許および特許出願は、あらゆる目的に対してそれらの全体を参考とすることによ
って本明細書に組込む。
【００９８】
好ましい実施態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、式Ｖで表される以下の化合物：
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ホルミル－ア
ミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノ
リン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ホルミル－ア
ミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノ
リン－１－カルボン酸プロピルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ア
ミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノ
リン－１－カルボン酸ｔ－ブチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ア
ミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１
－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ア
ミノ〕－２－メチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１
－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔１－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ウレイド
〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン
－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ア
ミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１
－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ア
ミノ〕－２－メトキシメチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノ
リン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ア
ミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノ
リン－１－カルボン酸プロピルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ア
ミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノ
リン－１－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ホルミル－ア
ミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１
－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ホルミル－ア
ミノ〕－２－メチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１
－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ア
ミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノ
リン－１－カルボン酸イソプロピルエステル；
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ホルミル－ア
ミノ〕－２－エチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１
－カルボン酸エチルエステル；
〔２Ｓ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ホルミル－ア
ミノ〕－２－シクロプロピル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノ
リン－１－カルボン酸エチルエステル；
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〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ホルミル－ア
ミノ〕－２－メチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１
－カルボン酸イソプロピルエステル；および、
〔２Ｒ，４Ｓ〕４－〔アセチル－（３，５－ビス－トリフルオロメチル－ベンジル）－ア
ミノ〕－２－メチル－６－トリフルオロメチル－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－キノリン－１
－カルボン酸イソプロピルエステル；
の１つから選択される。
【００９９】
本発明で有用性が見出されるＣＥＴＰ阻害剤のもう１つの類は、式ＶＩ：
【０１００】
【化６】

【０１０１】
〔式中、ＡVIは、６－１０個の炭素原子を含有するアリールを表し、これは、ハロゲン；
ニトロ；ヒドロキシル；トリフルオロメチル；トリフルオロメトキシ；または、各々、７
個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐アルキル、アシル、ヒドロキシアルキルまた
はアルコキシの形態；あるいは、式－ＢＮＲVI-3ＲVI-4に従う基の形態の５個以下の同一
または異なる置換基で置換されていてもよく；ここで、
ＲVI-3およびＲVI-4は、同一または異なり、水素；フェニル；または、６個以下の炭素原
子を含有する直鎖または分岐アルキルを表し；
ＤVIは、６－１０個の炭素原子を含有するアリールを表し；これは、フェニル；ニトロ；
ハロゲン；トリフルオロメチル；トリフルオロメトキシ；あるいは、式ＲVI-5－ＬVI－；
【０１０２】
【化７】

【０１０３】
；または、ＲVI-9－ＴVI－ＶVI－ＸVIに従う基で置換されていてもよく；ここで、
ＲVI-5、ＲVI-6およびＲVI-9は、相互に独立に、３－６個の炭素原子を含有するシクロア
ルキルか、６－１０個の炭素原子を含有するアリールか；Ｓ、Ｎおよび／またはＯの系列
からの４個以下のヘテロ原子を含有する５－７員のベンゾ縮合、飽和または不飽和であっ
てもよい１－、２－または３環式ヘテロ環を表し；その環は、Ｎ官能基を介しての窒素含
有環の場合に、ハロゲン；トリフルオロメチル；ニトロ；ヒドロキシル；シアノ；カルボ
キシル；トリフルオロメトキシ；各々、６個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐ア
シル、アルキル、アルキルチオ、アルキルアルコキシ、アルコキシまたはアルコキシカル
ボニル；各々、６－１０個の炭素原子を含有するアリールまたはトリフルオロメチル置換
されたアリール；または、Ｓ、Ｎおよび／またはＯ系列からの３個以下のヘテロ原子を含
有するベンゾ縮合されていてもよい芳香族５－７員ヘテロ環の形態；および／または、式
ＢＯＲVI-10；－ＳＲVI-11；－ＳＯ2ＲVI-12またはＢＮＲVI-13ＲVI-14に従う基の形態の
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５個以下の同一または異なる置換基で置換されていてもよく；ここで、
ＲVI-10、ＲVI-11およびＲVI-12は、相互に独立に、６－１０個の炭素原子を含有するア
リールを表し；これは、同様に、フェニル；ハロゲン；６個以下の炭素原子を含有する直
鎖または分岐アルキルの形態の２個以下の同一または異なる置換基で置換されていてもよ
く；
ＲVI-13およびＲVI-14は、同一または異なり、上記したＲVI-3およびRVI-4の意味を有す
るか；または、
ＲVI-5および／またはＲVI-6は、式：
【０１０４】
【化８】

【０１０５】
に従う基を表し；
ＲVI-7は、水素またはハロゲンを表し；
ＲVI-8は、水素；ハロゲン；アジド；トリフルオロメチル；ヒドロキシル；トリフルオロ
メトキシ；各々、６個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐アルコキシまたはアルキ
ル；式：
－ＮＲVI-15ＲVI-16

に従う基を表し；
ここで、ＲVI-15およびＲVI-16は、同一または異なり、上記したＲVI-3およびＲVI-4の意
味を有するか；または、
ＲVI-7およびＲVI-8は、一緒になって、式：＝Ｏ；もしくは、＝ＮＲVI-17に従う基を形
成し；ここで、
ＲVI-17は、水素；または、各々、６個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐アルキ
ル、アルコキシまたはアシルを表し；
ＬVIは、各々、８個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐アルキレンまたはアルケニ
レン鎖を表し；これらは、２個以下のヒドロキシル基で置換されていてもよく；
ＴVIおよびＸVIは、同一または異なり、８個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐ア
ルキレンを表すか；または、
ＴVIまたはＸVIは、結合を表し；
ＶVIは、酸素もしくは硫黄原子またはＢＮＲVI-18基を表し；ここで、
ＲVI-18は、水素；または、６個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐アルキル；あ
るいは、フェニルを表し；
ＥVIは、３－８個の炭素原子を含有するシクロアルキル；８個以下の炭素原子を含有する
直鎖または分岐アルキルを表し；これは、３－８個の炭素原子を含有するシクロアルキル
；もしくは、ヒドロキシル；または、フェニルで置換されていてもよく；これは、ハロゲ
ンまたはトリフルオロメチルで置換されていてもよく；
ＲVI-1およびＲVI-2は、一緒になって、７個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐ア
ルキレンを形成し；これは、カルボニル基；および／または、式：
【０１０６】
【化９】

【０１０７】
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に従う基で置換されている必要があり；
ここで、
ａおよびｂは、同一または異なり、１，２または３に等しい数を表し；
ＲVI-19は、水素原子；３－７個の炭素原子を含有するシクロアルキル；８個以下の炭素
原子を含有する直鎖または分岐シリルアルキル；または、８個以下の炭素原子を含有する
直鎖または分岐アルキルを表し；これは、ヒドロキシル；６個以下の炭素原子を含有する
直鎖または分岐アルコキシ；または、フェニルで置換されていてもよく；これは、同様に
、ハロゲン；ニトロ；トリフルオロメチル；トリフルオロメトキシ；または、フェニル；
もしくは、テトラゾール置換されたフェニル；および、式：ＢＯＲVI-22に従う基で置換
されていてもよいアルキルで置換されていてもよく；ここで、
ＲVI-22は、４個以下の炭素原子を含有する直鎖もしくは分岐アシル；または、ベンジル
を表すか；または、
ＲVI-19は、２０個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐アシル；または、ベンゾイ
ルを表し；これは、ハロゲン；トリフルオロメチル；ニトロ；もしくは、トリフルオロメ
トキシ；または、８個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐フルオロアシルで置換さ
れていてもよく；
ＲVI-20およびＲVI-21は、同一または異なり、水素；フェニル；または、６個以下の炭素
原子を含有する直鎖または分岐アルキルを表すか：または、
ＲVI-20およびＲVI-21は、一緒になって、３－６員炭素環を形成し；その形成される炭素
環は、トリフルオロメチル；ヒドロキシル；ニトリル；ハロゲン；カルボキシル；ニトロ
；アジド、シアノ、各々、３－７個の炭素原子を含有するシクロアルキルまたはシクロア
ルキルオキシ；各々、６個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐アルコキシカルボニ
ル、アルコキシまたはアルキルチオ；６個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐アル
キルの形態の６個以下の同一または異なる置換基で置換されていてもよく、または、ジェ
ミナルに置換されていてもよく；これは、同様に、ヒドロキシル；ベンジルオキシ；トリ
フルオロメチル；ベンゾイル；各々、４個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐アル
コキシ、オキシアセチルまたはカルボキシル；および／または、フェニルの形態の２個以
下の同一または異なる置換基で置換されていてもよく；これは、同様に、ハロゲン；トリ
フルオロメチルまたはトリフルオロメトキシで置換されていてもよく；および／または、
形成されるその炭素環は、フェニル；ベンゾイル；チオフェニルまたはスルホニルベンジ
ルの形態の５個以下の同一または異なる置換基で置換されていてもよく；ジェミナルに置
換されていてもよく；これは、同様に、ハロゲン；トリフルオロメチル；トリフルオロメ
トキシまたはニトロで置換されていてもよく；および／または、式：
【０１０８】
【化１０】

【０１０９】
に従う基の形態で置換されていてもよく；
ここで、
ｃは、１、２、３または４に等しい数であり；
ｄは、０または１に等しい数であり；
ＲVI-23およびＲVI-24は、同一または異なり、水素；３－６個の炭素原子を含有するシク
ロアルキル；６個以下の炭素原子を含有する直鎖または分岐アルキル；ベンジル；または
、フェニルを表し；これは、ハロゲン；トリフルオロメチル；シアノ；フェニルまたはニ
トロの形態の２個以下の同一または異なる置換基で置換されていてもよく；および／また
は、形成されるその炭素環は、式：
【０１１０】
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【化１１】

【０１１１】
に従うスピロ結合した基で置換されていてもよく；
ここで、
ＷVIは、酸素原子か硫黄原子のいずれかを表し；
ＹVIおよびＹ=VIは、一緒になって、２－６員直鎖または分岐アルキレン鎖を形成し；
ｅは、１、２、３、４、５、６または７に等しい数であり；
ｆは、１または２に等しい数であり；
ＲVI‐25、ＲVI-26、ＲVI-27、ＲVI-28、ＲVI-29、ＲVI-30およびＲVI-31は、同一または
異なり、水素；トリフルオロメチル；フェニル；ハロゲン；または、各々、６個以下の炭
素原子を含有する直鎖または分岐アルキルまたはアルコキシを表すか；もしくは、
ＲVI-25およびＲVI-26またはＲVI-27およびＲVI-26は、各々、一緒になって、６個以下の
炭素原子を含有する直鎖または分岐アルキル鎖を表すか；または、
ＲVI-25およびＲVI-26またはＲVI-27およびＲVI-28は、各々、一緒になって、式：
【０１１２】
【化１２】

【０１１３】
に従う基を形成し；
ここで、
ＷVIは、上記した意味を有し；
ｇは、１，２、３、４、５、６または７に等しい数であり；
ＲVI-32およびＲVI-33は、一緒になって、３－７員ヘテロ環を形成し；これは、式：ＳＯ
；ＳＯ2またはＢＮＲVI-34に従う基を含有し；ここで、
ＲVI-34は、水素原子；フェニル；ベンジル；または、４個以下の炭素原子を含有する直
鎖または分岐アルキル；その塩およびＮオキシドを表すが；
５（６Ｈ）－キノロン類；３－ベンゾイル－７，８－ジヒドロ－２，７，７－トリメチル
－４－フェニル以外である。〕
を有するシクロアルカノ－ピリジン類；前記化合物の薬学的に許容可能な塩類、エナンチ
オマーまたは立体異性体からなる。
【０１１４】
式ＶＩで表される化合物およびそれらの製造方法は、ヨーロッパ特許出願ＮＯ．ＥＰ　８
１８４４８Ａ１；米国特許Ｎｏ．６，２０７，６７１；および、米国特許Ｎｏ．６，０６
９，１４８に開示されており、これらの特許出願および特許は、あらゆる目的に対してそ
れら全体を参考とすることによって本明細書に組込む。
【０１１５】
好ましい実施態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、式ＶＩで表される以下の化合物：
２－シクロペンチル－４－（４－フルオロフェニル）－７，７－ジメチル－３－（４－ト
リフルオロメチルベンゾイル）－４，６，７，８－テトラヒドロ－１Ｈ－キノリン－５－
オン；
２－シクロペンチル－４－（４－フルオロフェニル）－５－ヒドロキシ－７，７－ジメチ
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ル－３－（４－トリフルオロメチルベンゾイル）－７，８－ジヒドロ－６Ｈ－キノリン－
５－オン；
〔２－シクロペンチル－４－（４－フルオロフェニル）－７，７－ジメチル－５，６、７
，８－テトラヒドロキノリン－３－イル〕－（４－トリフルオロメチルフェニル）－メタ
ノン；
〔５－（ｔ－ブチルジメチルシラニルオキシ）－２－シクロペンチル－４－（４－フルオ
ロフェニル）－７，７－ジメチル－５，６、７，８－テトラヒドロキノリン－３－イル〕
－（４－トリフルオロメチルフェニル）－メタノン；
〔５－（ｔ－ブチルジメチルシラニルオキシ）－２－シクロペンチル－４－（４－フルオ
ロフェニル）－７，７－ジメチル－５，６、７，８－テトラヒドロキノリン－３－イル〕
－（４－トリフルオロメチルフェニル）－メタノール；
５－（ｔ－ブチルジメチルシラニルオキシ）－２－シクロペンチル－４－（４－フルオロ
フェニル）－３－〔フルオロ－（４－トリフルオロメチルフェニル）－メチル〕－７，７
－ジメチル－５，６、７，８－テトラヒドロキノリン；および、
２－シクロペンチル－４－（４－フルオロフェニル）－３－〔フルオロ－（４－トリフル
オロメチルフェニル）－メチル〕－７，７－ジメチル－５，６、７，８－テトラヒドロキ
ノリン－５－オール；
の１つから選択される。
【０１１６】
本発明で有用性が見出されるＣＥＴＰ阻害剤のもう１つの類は、式ＶＩＩ：
【０１１７】
【化１３】

【０１１８】
〔式中、ＲVII-2およびＲVII-6は、水素；ヒドロキシ；アルキル；フッ素化されたアルキ
ル；フッ素化されたアラルキル；クロロフッ素化されたアルキル；シクロアルキル；ヘテ
ロサイクリル；アリール；ヘテロアリール；アルコキシ；アルコキシアルキルおよびアル
コキシカルボニルからなる群より独立に選択されるが；ただし、ＲVII-2およびＲVII-6の
少なくとも１つは、フッ素化されたアルキル、クロロフッ素化されたアルキルまたはアル
コキシアルキルであり；
ＲVII-3は、ヒドロキシ；アミド；アリールカルボニル；ヘテロアリールカルボニル；ヒ
ドロキシメチル；－ＣＨＯ；－ＣＯ2ＲVII-7[ここで、ＲVII-7は、水素；アルキルおよび
シアノアルキルからなる群より選択される。]；および、
【０１１９】
【化１４】

【０１２０】
からなる群より選択され；
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ここで、ＲVII-15aは、ヒドロキシ；水素；ハロゲン；アルキルチオ；アルケニルチオ；
アルキニルチオ；アリールチオ；ヘテロアリールチオ；ヘテロサイクリルチオ；アルコキ
シ；アルケノキシ；アルキノキシ；アリールオキシ；ヘテロアリールオキシおよびヘテロ
アリールサイクリルオキシからなる群より選択され；
ＲVII-16aは、アルキル；ハロアルキル；アルケニル；ハロアルケニル；アルキニル；ハ
ロアルキニル；アリール；ヘテロアリール、ヘテロサイクリル、アリールアルコキシ、ト
リアルキルシリルオキシからなる群より選択される；
ＲVII-4は、水素；ヒドロキシ；ハロゲン；アルキル；アルケニル；アルキニル；シクロ
アルキル；シクロアルケニル；ハロアルキル；ハロアルケニル；ハロアルキニル；アリー
ル；ヘテロアリール；ヘテロサイクリル；シクロアルキルアルキル；シクロアルケニルア
ルキル；アラルキル；ヘテロアリールアルキル；ヘテロサイクリルアルキル；シクロアル
キルアルケニル；シクロアルケニルアルケニル；アラルケニル；ヘテロアリールアルケニ
ル；ヘテロサイクリルアルケニル；アルコキシ；アルケノキシ；アルキノキシ；アリール
オキシ；ヘテロアリールオキシ；ヘテロサイクリルオキシ；アルカノイルオキシ；アルケ
ノイルオキシ；アルキノイルオキシ；アリーロイルオキシ；ヘテロアロイルオキシオキシ
；ヘテロサイクロイルオキシ；アルキルオキシカルボニル；アロケノキシカルボニル；ア
ルキノキシカルボニル；アリールオキシカルボニル；ヘテロアリールオキシロキシカルボ
ニル；ヘテロサクリルオキシカルボニル；チオ；アルキルチオ；アルケニルチオ；アルキ
ニルチオ；アリールチオ；ヘテロアリールチオ；ヘテロサイクリルチオ；シクロアルキル
チオ；シクロアルケニルチオ；アルキルチオアルキル；アルケニルチオアルキル；アルキ
ニルチオアルキル；アリールチオアルキル；ヘテロアリールチオアルキル；ヘテロサイク
リルチオアルキル；アルキルチオアルケニル；アルケニルチオアルケニル；アルキニルチ
オアルケニル；アリールチオアルケニル；ヘテロアリールチオアルケニル；ヘテロサイク
リルチオアルケニル；アルキルアミノ；アルケニルアミノ；アルキニルアミノ；アリール
アミノ；ヘテロアリールアミノ；ヘテロサイクリルアミノ；アリールジアルキルアミノ；
ジアリールアミノ；ジヘテロアリールアミノ；アルキルアリールアミノ；アルキルヘテロ
アリールアミノ；アリールヘテロアリールアミノ；トリアルキルシリル；トリアルケニル
シリル；トリアリールシリル；－ＣＯ(Ｏ)n(ＲVII‐8aＲVII‐8b)[ここで、ＲVII-8aおよ
びＲVII-8bは、アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘ
テロサイクリルからなる群より独立に選択される。]；－ＳＯ2ＲVII-9[ここで、ＲVII-9

は、ヒドロキシ、アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよび
ヘテロサイクリルからなる群より選択される。]；－ＯＰ（Ｏ）（ＯＲVII-10a）（ＯＲVI

I-10b）[ここで、ＲVII-10aおよびＲVII-10bは、水素；ヒドロキシ；アルキル；アルケニ
ル；アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘテロサイクリルからなる群より選択
される。]；および、－ＯＰ（Ｓ）（ＯＲVII-11a）（ＯＲVII-11b）[ここで、ＲVII-11a

およびＲVII-11bは、アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリールお
よびヘテロサイクリルからなる群より独立に選択される。]からなる群より選択され；
ＲVII-5は、水素；ヒドロキシ；ハロゲン；アルキル；アルケニル；アルキニル；シクロ
アルキル；シクロアルケニル；ハロアルキル；ハロアルケニル；ハロアルキニル；アリー
ル；ヘテロアリール；ヘテロサイクリル；アルコキシ；アルケノキシ；アルキノキシ；ア
リールオキシ；ヘテロアリールオキシ；ヘテロサイクリルオキシ；アルキルカルボニルオ
キシアルキル；アルケニルカルボニルオキシアルキル；アルキニルカルボニルオキシアル
キル；アリールカルボニルアルキル；ヘテロアリールカルボニルオキシアルキル；ヘテロ
アリールサイクリルカルボニルオキシアルキル；シクロアルキルアルキル；シクロアルケ
ニルアルキル；アラルキル；ヘテロアリールアルキル；ヘテロサイクリルアルキル；シク
ロアルキルアルケニル；シクロアルケニルアルケニル；シクロアルケニルアルケニル；ア
ラルケニル；ヘテロアリールアルキル；ヘテロサイクリルアルキル；シクロアルキルアル
ケニル；シクロアルケニルアルケニル；アラルケニル；ヘテロアリールアルケニル；ヘテ
ロサイクリルアルケニル；アルキルチオアルキル；シクロアルキルチオアルキル；アルケ
ニルチオアルキル；アルキニルチオアルキル；アリールチオアルキル；ヘテロアリールチ
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オアルキル；ヘテロチオアルキル；ヘテロサイクリルチオアルキル；アルキルチオアルケ
ニル；アルケニルチオアルケニル；アルキニルチオアルケニル；アリールチオアルケニル
；ヘテロアリールチオアルケニル；ヘテロサイクリルチオアルケニル；ヘテロサイクリル
チオアルケニル；アルコキシアルキル；アルケノキシアルキル；アルキノキシアルキル；
アリールオキシアルキル；ヘテロアリールオキシアルキル；ヘテロサイクリルオキシアル
キル；アルコキシアルケニル；アルケノキシアルケニル；アルキノキシアルケニル；アリ
ールオキシアルケニル；ヘテロアリールオキシアルケニル；ヘテロサイクリルオキシアル
ケニル；シアノ；ヒドロキシメチル；－ＣＯ2ＲVII-14[ここで、ＲVII-14は、アルキル、
アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘテロサイクリルからなる群
より選択される。]；
【０１２１】
【化１５】

【０１２２】
[ここで、ＲVII-15bは、ヒドロキシ；水素；ハロゲン；アルキルチオ；アルケニルチオ；
アルキニルチオ；アリールチオ；ヘテロアリールチオ；ヘテロサイクリルチオ；アルコキ
シ；アルケノキシ；アルキノキシ；アリールオキシ；ヘテロアリールオキシ；ヘテロサイ
クリルオキシ；アローイルオキシおよびアルキルスルホニルオキシからなる群より選択さ
れ；
ＲVII-16bは、アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリール；ヘテロ
サイクリル；アリールアルコキシおよびトリアルキルシリロキシからなる群より選択され
る。]；
【０１２３】
【化１６】

【０１２４】
[ここで、ＲVII-17およびＲVII-18は、アルキル；シクロアルキル；アルケニル；アルキ
ニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘテロサクリルからなる群より独立に選択される
。]；
【０１２５】
【化１７】

【０１２６】
[ここで、ＲVII-19は、アルキル；シクロアルキル；アルケニル；アルキニル；アリール
；ヘテロアリール；ヘテロサイクリル；－ＳＲVII-20，－ＯＲVII-21；および、ＢRVII-2

2ＣＯ2ＲVII-23からなる群より選択され；ここで、
ＲVII-20は、アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリール；ヘテロサ
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ミノヘテロアリール；アミノヘテロサイクリル；アルキルヘテロアリールアミノ；アリー
ルヘテロアリールアミノからなる群より選択され；ＲVII-21は、アルキル；アルケニル；
アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘテロサイクリルからなる群より選択され
；
ＲVII-22は、アルキレンまたはアリーレンからなる群より選択され；
ＲVII-23は、アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘテ
ロサイクリルからなる群より選択される。]；
【０１２７】
【化１８】

【０１２８】
[ここで、ＲVII-24は、水素；アルキル；シクロアルキル；アルケニル；アルキニル；ア
リール；ヘテロアリール；ヘテロサイクリル；アラルキル；アラルケニルおよびアラルキ
ニルからなる群より選択される。]；
【０１２９】
【化１９】

【０１３０】
[ここで、ＲVII-25は、ヘテロサイクリジエニルである。]；
【０１３１】
【化２０】

【０１３２】
[ここで、ＲVII-26およびＲVII-27は、水素；アルキル；シクロアルキル；アルケニル；
アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘテロサイクリルからなる群より独立に選
択される。]；
【０１３３】
【化２１】
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【０１３４】
[ここで、ＲVII-28およびＲVII-29は、水素；アルキル；シクロアルキル；アルケニル；
アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘテロサイクリルからなる群より独立に選
択される。]；
【０１３５】
【化２２】

【０１３６】
[ここで、ＲVII-30およびＲVII-31は、独立に、アルコキシ；アルケノキシ；アルキノキ
シ；アリールオキシ；ヘテロアリールオキシおよびヘテロサイクリルである。]；
【０１３７】
【化２３】

【０１３８】
[ここで、ＲVII-32およびＲVII-33は、水素；アルキル；シクロアルキル；アルケニル；
アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘテロサイクリルからなる群より独立に選
択される。]；
【０１３９】
【化２４】

【０１４０】
[ここで、ＲVII-36は、アルキル；アルケニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘテロ
サイクリルからなる群より選択される。]；
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【化２５】

【０１４２】
[ここで、ＲVII-37およびＲVII-38は、水素；アルキル；シクロアルキル；アルケニル；
アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよびヘテロサイクリルからなる群より独立に選
択される。]；
【０１４３】
【化２６】

【０１４４】
[ここで、ＲVII-39は、水素；アルコキシ；アルケノキシ；アルキノキシ；アリールオキ
シ；ヘテロアリールオキシ；ヘテロサイクリルオキシ；アルキルチオ；アルケニルチオ；
アルキニルチオ；アリールチオ；ヘテロアリールチオおよびヘテロサイクリルチオからな
る群より選択され；
ＲVII-40は、ハロアルキル；ハロアルケニル；ハロアルキニル；ハロアリール；ハロヘテ
ロアリール；ハロヘテロサイクリル；シクロアルキル；シクロアルケニル；ヘテロサイク
リルアルコキシ；ヘテロサイクリルアルケノキシ；ヘテロサイクリルアルキノキシ；アル
キルチオ；アルケニルチオ；アルキニルチオ；アリールチオ；ヘテロアリールチオおよび
ヘテロアリールチオからなる群より選択される。]；
－Ｎ＝ＲVII-41

[ここで、ＲVII-41は、ヘテロアリールサイクリデニルである。]；
【０１４５】
【化２７】

【０１４６】
[ここで、ＲVII-42は、水素；アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロア
リールおよびヘテロサイクリルからなる群より選択され；
ＲVII-43は、水素；アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリール；ヘ
テロサイクリル；シクロアルキル；シクロアルケニル；ハロアルキル；ハロアルケニル；
ハロアルキニル；ハロアリール；ハロヘテロアリールおよびハロヘテロサイクリルからな
る群より選択される。]；
【０１４７】
【化２８】
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【０１４８】
[ここで、ＲVII-44は、水素；アルキル；シクロアルキル；アルケニル；アルキニル；ア
リール；ヘテロアリール；および、ヘテロサイクリルからなる群より選択される。]；
【０１４９】
【化２９】

【０１５０】
[ここで、ＲVII-45は、水素；アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロア
リール；ヘテロサイクリル；ハロアルキル；ハロアルケニル；ハロアルキニル；ハロアリ
ール；ハロヘテロアリール；ハロヘテロサイクリル；ヘテロサイクリル；シクロアルキル
アルキル；シクロアルケニルアルキル；アラルキル；ヘテロアリールアルキル；ヘテロサ
イクリルアルキル；シクロアルキルアルケニル；シクロアルケニルアルケニル；アラルケ
ニル；ヘテロアリールアルケニル；ヘテロサイクリルアルケニル；アルキルチオアルキル
；アルケニルチオアルキル；アルキニルチオアルキル；アリールチオアルキル；ヘテロア
リールチオアルキル；ヘテロサイクリルチオアルキル；アルキルチオアルケニル；アルケ
ニルチオアルケニル；アルキニルチオアルケニル；アリールチオアルケニル；ヘテロアリ
ールチオアルケニル；ヘテロサイクリルチオアルケニル；アミノカルボニルアルキル、ア
ミノカルボニルアルケニル；アミノカルボニルアルキニル；アミノカルボニルアリール；
アミノカルボニルヘテロアリールおよびアミノカルボニルヘテロサイクリルからなる群よ
り選択される。]；
－ＳＲVII-48および－ＣＨ2ＲVII-47

[ここで、ＲVII-46は、アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリール
およびヘテロサイクリルからなる群より選択され；
ＲVII-47は、水素；アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリールおよ
びヘテロサイクリルからなる群より選択される。]；
【０１５１】
【化３０】

【０１５２】
[ここで、ＲVII-48は、水素；アルキル；シクロアルキル；アルケニル；アルキニル；ア
リール；ヘテロアリールおよびヘテロサイクリルからなる群より選択され；
ＲVII-49は、アルコキシ；アルケノキシ；アルキノキシ；アリールオキシ；ヘテロアリー
ルオキシ；ヘテロサイクリルオキシ；ハロアルキル；ハロアルケニル；ハロアルキニル；
ハロアリール；ハロヘテロアリールおよびハロヘテロサイクリルからなる群より選択され
る。]；
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【０１５３】
【化３１】

【０１５４】
[ここで、ＲVII-50は、水素；アルキル；シクロアルキル；アルケニル；アルキニル；ア
リール；ヘテロアリール；ヘテロサイクリル；アルコキシ；アルケノキシ；アルキノキシ
；アリールオキシ；ヘテロアリールオキシおよびヘテロサイクリルオキシからなる群より
選択される。]；
【０１５５】
【化３２】

【０１５６】
[ここで、ＲVII-51は、アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリール
；ヘテロサイクリル；ハロアルキル；ハロアルケニル；ハロアアルキニル；ハロアリール
；ハロヘテロアリールおよびハロヘテロサイクリルからなる群より選択される。]；およ
び、
【０１５７】
【化３３】

【０１５８】
[ここで、ＲVII-53は、アルキル；アルケニル；アルキニル；アリール；ヘテロアリール
およびヘテロサイクリルからなる群より選択される。]
からなる群より選択されるが；
ただし、ＲVII-5がヘテロサイクリルアルキルおよびヘテロサイクリルアルケニルからな
る群より選択される時、対応するヘテロサイクリルアルキルおよびヘテロサイクリルアル
ケニルのヘテロサイクリル基は、δ－ラクトン以外であり；
ただし、ＲVII-4がアリール；ヘテロアリールまたはヘテロサイクリルであり、ＲVII-2お
よびＲVII-6の１つがトリフロメチルである時、ＲVII-2およびＲVII-6の他方は、ジフル
オロメチルである。〕
置換されたピリジン類；それらの薬学的に許容可能な塩または互変異性体からなる。
【０１５９】
式ＶＩＩで表される化合物およびそれらの製造方法は、ＰＣＴ公開ＮＯ．ＷＯ９９４１２
３７－Ａ１に開示されており、この特許公開は、あらゆる目的に対してその全体を参考と
することによって本明細書に組込む。
【０１６０】
好ましい実施態様において、式ＶＩＩで表されるＣＥＴＰ阻害剤は、ジメチル－５，５－
ジチオビス〔２－ジフルオロメチル－４（２－メチルプロピル）－６－（トリフルオロメ
チル）－３－ピリジン－カルボキシレート〕である。
【０１６１】
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本発明で有用性が見出されるＣＥＴＰ阻害剤のもう１つの類は、式ＶＩＩＩ：
【０１６２】
【化３４】

【０１６３】
〔式中、ＡVIIIは、６－１０個の炭素原子を有するアリールを表し；これは、ハロゲン；
ヒドロキシ；トリフルオロメチル；トリフルオロメトキシによるか；各々、７個以下の炭
素原子を有する直鎖または分岐アルキル、アシルまたはアルコキシによるか；または、式
：
－ＮＲVIII-1ＲVIII-2

[ここで、ＲVIII-1およびＲVIII-2は、同一または異なり、水素；フェニル；または、６
個以下の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキルを表す。]
で表される基によって同一または異なるふうに３回以下置換されていてもよく；
ＤVIIIは、８個以下の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキルを表し；これは、ヒドロ
キシによって置換されていてもよく；
ＥVIIIおよびＬVIIIは、同一または異なり、８個以下の炭素原子を有する直鎖または分岐
アルキルを表し、これは、３－８個の炭素原子を有するシクロアルキルによって置換され
ていてもよいか；または、３－８個の炭素原子を有するシクロアルキルを表すか；または
、
ＥVIIIは、上記した意味を有し；
ＬVIIIは、この場合に、６－１０個の炭素原子を有するアリールを表し；これは、ハロゲ
ン；ヒドロキシ；トリフロオロメチル；トリフルオロメトキシによるか；もしくは、各々
、７個以下の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル、アシルまたはアルコキシによる
か；または、式：
－ＮＲVIII-3ＲVIII-4

[ここで、ＲVIII-3およびＲVIII-4は、同一または異なり；ＲVIII-1およびＲVIII-2につ
いて上記した意味を有する。]
で表される基によって同一または異なるふうに３回以下置換されていてもよいか；または
、
ＥVIIIは、８個以下の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキルを表すかまたは６－１０
個の炭素原子を有するアリールを表し；これは、ハロゲン；ヒドロキシ；トリフロオロメ
チル；トリフルオロメトキシによるか；もしくは、各々、７個以下の炭素原子を有する直
鎖または分岐アルキル、アシルまたはアルコキシによるか；または、式：
－ＮＲVIII-5ＲVIII-6

[ここで、ＲVIII-5およびＲVIII-6は、同一または異なり、ＲVIII-1およびＲVIII-2につ
いての上記した意味を有する。]
で表される基によって同一または異なるふうに３回以下置換されていてもよく；
ＬVIIIは、この場合に、８個以下の炭素原子を有する直鎖または分岐アルコキシ；または
、３－８個の炭素原子を有するシクロアルキルオキシを表し；
ＴVIIIは、式：
【０１６４】
【化３５】



(47) JP 4057849 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

【０１６５】
[ここで、ＲVIII-7およびＲVIII-8は、同一または異なり、Ｓ、Ｎおよび／またはＯ系列
による３個以下のヘテロ原子を有する５－７員芳香族、ベンゾ縮合されていてもよいヘテ
ロ環式化合物を表し、これらは、トリフルオロメチル；トリフルオロメトキシ；ハロゲン
；ヒドロキシ；カルボキシルによるか；各々、６個以下の炭素原子を有する直鎖または分
岐アルキル、アシル、アルコキシまたはアルキルオキシカルボニルによるか；または、フ
ェニル、フェノキシまたはチオフェノールにより同一または異なるふうに３回以下置換さ
れていてもよく；これは、ハロゲン；トリフルオロメチルまたはトリフルオロメトキシに
よって置換されていてもよく；および／または、その環は、式：
－ＮＲVIII-11ＲＶIII-12

（ここで、ＲVIII-11およびＲVIII-12は、同一または異なり、ＲVIII-1およびＲVIII-2に
ついて上記した意味を有する。）
で表される基によって置換されている。]
で表される基を表し；
ＸVIIIは、各々、２－１０個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル鎖またはアルケ
ニル鎖を表し；これらは、ヒドロキシにより２回以下置換されていてもよく；
ＲVIII-9は、水素を表し；
ＲVIII-10は、水素；ハロゲン；アジド；トリフルオロメチル；ヒドロキシ；メルカプト
；トリフルオロメトキシ；５個以下の炭素原子を有する直鎖または分岐アルコキシ；また
は、式：
－ＮＲVIII-13ＲVIII-14

[ここで、ＲVIII-13およびＲVIII-14は、同一または異なり、ＲVIII-1およびＲVIII-2に
ついて上記した意味を有する。]
で表される基を表すか；または、
ＲVIII-9およびＲVIII-10は、炭素原子と一緒にカルボニル基を形成する。〕
を有する置換されたビフェニル；その薬学的に許容可能な塩、エナンチオマーまたは立体
異性体からなる。
【０１６６】
式ＶＩＩＩで表される化合物は、ＰＣＴ公開Ｎｏ．ＷＯ９８０４５２８に開示されており
、この特許出願は、あらゆる目的に対してその全体を参考とすることによって本明細書に
組込む。
【０１６７】
本発明で有用性が見出されるＣＥＴＰ阻害剤のもう１つの類は、式ＩＸ：
【０１６８】
【化３６】

【０１６９】
〔式中、ＲIX-1は、高級アルキル；高級アルケニル；高級アルキニル；アリール；アラル
キル；アリールオキシアルキル；アルコキシアルキル；アルキルチオアルキル；アリール
チオアルキルおよびシクロアルキルアルキルから選択され；ＲIX-2は、アリール；ヘテロ
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アリール；シクロアルキルおよびシクロアルケニルから選択され；
ここで、ＲIX-2は、アルキル；ハロアルキル；アルキルチオ；アルキルスルフィニル；ア
ルキルスルホニル；アルコキシ；ハロ；アリールオキシ；アラルキルオキシ；アリール；
アラルキル；アミノスルホニル；アミノ；モノアルキルアミノおよびジアルキルアミノか
ら独立に選択される１つ以上の基で置換可能な位置を置換されていてもよく；
ここで、ＲIX-3は、ヒドリド；－ＳＨおよびハロから選択されるが；
ただし、ＲIX-2は、ＲIX-1が高級アルキルである時およびＲIX-3がＢＳＨである時に、フ
ェニルまたは４－メチルフェニルではありえない。〕
を有する置換された１，２，４－トリアゾール；その薬学的に許容可能な塩または互変異
性体からなる。
【０１７０】
式ＩＸで表される化合物およびそれらの製造方法は、ＰＣＴ公開Ｎｏ．ＷＯ９９１４２０
４に開示されており、この特許出願は、あらゆる目的に対してその全体を参考とすること
によって本明細書に組込む。
【０１７１】
好ましい実施態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、式ＩＸで表される以下の化合物：
２，４－ジヒドロ－４－（３－メトキシフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（２－フルオロフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（２－メチルフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４－
トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（３－クロロフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４－
トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（２－メトキシフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（３－メチルフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４－
トリアゾール－３－チオン；
４－シクロヘキシル－２，４－ジヒドロ－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４－トリアゾ
ール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（３－ピリジル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４－トリア
ゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（２－エトキシフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（２，６－ジメチルフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２
，４－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（４－フェノキシフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，
４－トリアゾール－３－チオン；
４－（１，３－ベンゾジルオキソル－５－イル）－２，４－ジヒドロ－５－トリデシル－
３Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－チオン；
４－（２－クロロフェニル）－２，４－ジヒドロ－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４－
トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（４－メトキシフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－５－トリデシル－４－（３－トリフルオロメチルフェニル）－３Ｈ－
１，２，４－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－５－トリデシル－４－（３－フルオロフェニル）－３Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－３－チオン；
４－（３－クロロ－４－メチルフェニル）－２，４－ジヒドロ－５－トリデシル－３Ｈ－
１，２，４－トリアゾール－３－チオン；
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２，４－ジヒドロ－４－（２－メチルチオフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，
４－トリアゾール－３－チオン；
４－（４－ベンジルオキシフェニル）－２，４－ジヒドロ－５－トリデシル－３Ｈ－１，
２，４－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（２－ナフチル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４－トリア
ゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－５－トリデシル－４－（４－トリフルオロメチルフェニル）－３Ｈ－
１，２，４－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（１－ナフチル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，４－トリア
ゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（３－メチルチオフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，
４－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（４－メチルチオフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，２，
４－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（３，４－ジメトキシフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，
２，４－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（２，５－ジメトキシフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ－１，
２，４－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（２－メトキシ－５－クロロフェニル）－５－トリデシル－３Ｈ
－１，２，４－トリアゾール－３－チオン；
４－（４－アミノスルホニルフェニル）－２，４－ジヒドロ－５－トリデシル－３Ｈ－１
，２，４－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－５－ドデシル－４－（３－メトキシフェニル）－３Ｈ－１，２，４－
トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（３－メトキシフェニル）－５－テトラデシル－３Ｈ－１，２，
４－トリアゾール－３－チオン；
２，４－ジヒドロ－４－（３－メトキシフェニル）－５－ウンデシル－３Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－３－チオン；および、
２，４－ジヒドロ－４－（４－メトキシフェニル）－５－ペンタデシル－３Ｈ－１，２，
４－トリアゾール－３－チオン；
から選択される。
【０１７２】
本発明によって有用であるＣＥＴＰ阻害剤のもう一つの種類は、式Ｘ
【０１７３】
【化３７】

【０１７４】
を有するヘテロテトラヒドロキノリンおよびそれら化合物の薬学的に許容しうる塩、鏡像
異性体または立体異性体、またはＮ－オキシドから成り、式中、
ＡXは、３～８個の炭素原子を有するシクロアルキル、またはＳ、Ｎおよび／またはＯを
含む系列からの３個までのヘテロ原子を含有する５～７員の飽和、部分飽和または不飽和
の、ベンゾ縮合していてよい複素環式環であり、飽和複素環式環の場合、窒素基に結合し
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ていて、場合により、それに架橋していて、そして上述の芳香族系は、ハロゲン、ニトロ
、ヒドロキシ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシの形で、またはそれぞれ７個
までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキル、アシル、ヒドロキシアルキルまた
はアルコキシによって、または式ＢＮＲX-3ＲX-4を有する基によって、同じまたは異なっ
た置換基で５倍まで置換されていてよく、ここにおいて、
ＲX-3およびＲX-4は、同じであるかまたは異なり、水素、フェニル、または６個までの炭
素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルを示し、または
ＡXは、式
【０１７５】
【化３８】

【０１７６】
を有する基であり、
ＤXは、６～１０個の炭素原子を有するアリールであり、フェニル、ニトロ、ハロゲン、
トリフルオロメチルまたはトリフルオロメトキシによって置換されていてよく、またはそ
れは、式
【０１７７】
【化３９】

【０１７８】
を有する基であり、ここにおいて、
ＲX-5、ＲX-6およびＲX-9は、互いに独立して、３～６個の炭素原子を有するシクロアル
キル、または６～１０個の炭素原子を有するアリール、またはＳ、Ｎおよび／またはＯか
ら成る系列からの５～７員芳香族の、ベンゾ縮合していてよい飽和または不飽和の単環式
、二環式または三環式の複素環式環を示し、ここにおいて、これら環は、場合により、Ｎ
基による窒素含有芳香環の場合、ハロゲン、トリフルオロメチル、ニトロ、ヒドロキシ、
シアノ、カルボニル、トリフルオロメトキシ、それぞれ６個までの炭素原子を有する直鎖
または分岐状のアシル、アルキル、アルキルチオ、アルキルアルコキシ、アルコキシまた
はアルコキシカルボニルの形で、それぞれ６～１０個の炭素原子を有するアリールまたは
トリフルオロメチル置換アリールによって、またはＳ、Ｎおよび／またはＯから成る系列
からの３個までのヘテロ原子を有する、ベンゾ縮合していてよい芳香族５～７員複素環式
環によって、５個までの同じまたは異なった置換基で置換され、および／または式ＢＯＲ

X-10、－ＳＲX-11、ＳＯ2ＲX-12またはＢＮＲX-13ＲX-14を有する基によって置換され、
ここにおいて、
ＲX-10、ＲX-11およびＲX-12は、互いに独立して、６～１０個の炭素原子を有するアリー
ルであって、順次、フェニル、ハロゲン、または６個までの炭素原子を有する直鎖または
分岐状のアルキルの形の２個までの同じまたは異なった置換基で置換されているものを示
し、
ＲX-13およびＲX-14は、同じであるかまたは異なり、上記のＲX-3およびＲX-4の意味を有
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し、または
ＲX-5および／またはＲX-6は、式
【０１７９】
【化４０】

【０１８０】
を有する基を示し、
ＲX-7は、水素またはハロゲンを示し、そして
ＲX-8は、水素、ハロゲン、アジド、トリフルオロメチル、ヒドロキシ、トリフルオロメ
トキシ、６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルコキシまたはアルキル、ま
たは式ＢＮＲX-15ＲX-16を有する基を示し、ここにおいて、ＲX-15およびＲX-16は、同じ
であるかまたは異なり、上記のＲX-3およびＲX-4の意味を有し、または
ＲX-7およびＲX-8は一緒に、式＝Ｏまたは＝ＮＲX-17を有する基を形成し、ここにおいて
、
ＲX-17は、水素、または６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキル、アル
コキシまたはアシルを示し、
ＬXは、８個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキレン鎖またはアルケニレ
ン鎖を示し、これらは、２個までのヒドロキシ基で置換されていてよく、
ＴXおよびＸXは、同じであるかまたは異なり、８個までの炭素原子を有する直鎖または分
岐状のアルキレン鎖を示し、または
ＴXまたはＸXは、結合を示し、
ＶXは、酸素または硫黄原子、または基ＢＮＲX-18であり、ここにおいて、
ＲX-18は、水素、または６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキル、また
はフェニルを示し、
ＥXは、３～８個の炭素原子を有するシクロアルキル、または８個までの炭素原子を有す
る直鎖または分岐状のアルキルであって、３～８個の炭素原子を有するシクロアルキルま
たはヒドロキシで置換されていてよいものであり、またはフェニルであって、ハロゲンま
たはトリフルオロメチルによって置換されていてよいものであり、
ＲX-1およびＲX-2は一緒に、７個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキレン
鎖を形成し、これは、カルボニル基によっておよび／または式
【０１８１】
【化４１】

【０１８２】
を有する基によって置換されているべきであり、ここにおいて、
ａおよびｂは、同じであるかまたは異なり、１、２または３に等しい数を示し、
ＲX-19は、水素、３～７個までの炭素原子を有するシクロアルキル、８個までの炭素原子
を有する直鎖または分岐状のシリルアルキル、または８個までの炭素原子を有する直鎖ま
たは分岐状のアルキルであって、ヒドロキシル、６個までの炭素原子を有する直鎖または
分岐状のアルコキシによって、またはフェニルであって、順次、ハロゲン、ニトロ、トリ
フルオロメチル、トリフルオロメトキシによってまたはフェニルによってまたはテトラゾ
ール置換フェニルによって置換されていてよいものによって置換されていてよいもの、お
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よび式ＢＯＲX-22を有する基によって置換されていてよいアルキルを示し、ここにおいて
、
ＲX-22は、４個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアシル、またはベンジルを示
し、または
ＲX-19は、２０個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアシル、またはベンゾイル
を示し、ハロゲン、トリフルオロメチル、ニトロまたはトリフルオロメトキシによって置
換されていてよく、またはそれは、８個までの炭素原子および９個のフッ素原子を有する
直鎖または分岐状のフルオロアシルを示し、
ＲX-20およびＲX-21は、同じであるかまたは異なり、水素、フェニル、または６個までの
炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルを示し、または
ＲX-20およびＲX-21は一緒に、３～６員炭素環式環を形成し、そして形成されるこれら炭
素環式環は、トリフルオロメチル、ヒドロキシ、ニトリル、ハロゲン、カルボキシル、ニ
トロ、アジド、シアノ、それぞれ３～７個の炭素原子を有するシクロアルキルまたはシク
ロアルキルオキシの形で、それぞれ６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアル
コキシカルボニル、アルコキシまたはアルキルチオによって、または６個までの炭素原子
を有する直鎖または分岐状のアルキルであって、順次、ヒドロキシル、ベンジルオキシ、
トリフルオロメチル、ベンゾイル、それぞれ４個までの炭素原子を有する直鎖または分岐
状のアルコキシ、オキシアシルまたはカルボニル、および／またはフェニルであって、順
次、ハロゲン、トリフルオロメチルまたはトリフルオロメトキシで置換されていてよいも
のによって２倍まで同じにまたは異なって置換されているものによって、６個までの同じ
または異なった置換基で、場合により、二重にも置換されていてよく、および／またはこ
れら形成される炭素環式環は、フェニル、ベンゾイル、チオフェニルまたはスルホニルベ
ンジルであって、順次、ハロゲン、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシまたはニ
トロによって置換されていてよいものの形で、５個までの同じまたは異なった置換基で二
重にも置換されていてよく、および／または式
【０１８３】
【化４２】

【０１８４】
または＝Ｏを有する基によって置換されていてよく、ここにおいて、
ｃは、１、２、３または４に等しい数を示し、
ｄは、０または１に等しい数を示し、
ＲX-23およびＲX-24は、同じであるかまたは異なり、水素、３～６個の炭素原子を有する
シクロアルキル、６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキル、ベンジルま
たはフェニルを示し、ハロゲン、トリフルオロメチル、シアノ、フェニルまたはニトロに
よって２個まで同じにまたは異なって置換されていてよく、および／または形成される炭
素環式環は、式
【０１８５】
【化４３】
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を有するスピロ結合基によって置換されていてよく、ここにおいて、
ＷXは、酸素原子かまたは硫黄原子を示し、
ＹXおよびＹ’Xは一緒に、２～６員の直鎖または分岐状アルキレン鎖を形成し、
ｅは、１、２、３、４、５、６または７に等しい数を示し、
ｆは、１または２に等しい数を示し、
ＲX-25、ＲX-26、ＲX-27、ＲX-28、ＲX-29、ＲX-30およびＲX-31は、同じであるかまたは
異なり、水素、トリフルオロメチル、フェニル、ハロゲン、またはそれぞれ６個までの炭
素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルまたはアルコキシを示し、または
ＲX-25およびＲX-26、またはＲX-27およびＲX-28は、それぞれ一緒に、６個までの炭素原
子を有する直鎖または分岐状のアルキル鎖を形成し、または
ＲX-25およびＲX-26、またはＲX-27およびＲX-28は互いに、式
【０１８７】
【化４４】

【０１８８】
（式中、ＷXは上に与えられた意味を有し、
ｇは、１、２、３、４、５、６または７に等しい数を示す）
を有する基を形成し、
ＲX-32およびＲX-33は、一緒に、酸素または硫黄原子、または式ＳＯ、ＳＯ2または－Ｎ
ＲX-34を有する基を含有する３～７員複素環を形成し、ここにおいて、
ＲX-34は、水素、フェニル、ベンジル、または４個までの炭素原子を有する直鎖または分
岐状のアルキルを示す。
【０１８９】
式Ｘの化合物およびそれらの製造方法は、全ての目的についてそのまま本明細書中に参照
により取り込まれるＰＣＴ公開第ＷＯ９９１４２１５号に開示されている。
【０１９０】
好ましい態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、次の式Ｘの化合物より選択される。
２－シクロペンチル－５－ヒドロキシ－７，７－ジメチル－４－（３－チエニル）－３－
（４－トリフルオロメチルベンキソイル）－５，６，７，８－テトラヒドロキノリン；
２－シクロペンチル－３－［フルオロ－（４－トリフルオロメチルフェニル）メチル］－
５－ヒドロキシ－７，７－ジメチル－４－（３－チエニル）－５，６，７，８－テトラヒ
ドロキノリン；および
２－シクロペンチル－５－ヒドロキシ－７，７－ジメチル－４－（３－チエニル）－３－
（トリフルオロメチルベンキシル）－５，６，７，８－テトラヒドロキノリン。
【０１９１】
本発明によって有用であるＣＥＴＰ阻害剤のもう一つの種類は、式XI
【０１９２】
【化４５】
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【０１９３】
を有する置換テトラヒドロナフタリンおよび類似化合物、およびそれらの立体異性体、立
体異性体混合物および塩から成り、式中、
ＡXIは、３～８個の炭素原子を有するシクロアルキルを示し、または６～１０個の炭素原
子を有するアリールを示し、またはＳ、Ｎおよび／またはＯの系列からの４個までのヘテ
ロ原子を有する５～７員の飽和、部分不飽和または不飽和のベンゾ縮合しうる複素環を示
し、上述のアリールおよび複素環式環系は、シアノ、ハロゲン、ニトロ、カルボキシル、
ヒドロキシ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシによって、またはそれぞれ７個
までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキル、アシル、ヒドロキシアルキル、ア
ルキルチオ、アルコキシカルボニル、オキシアルコキシカルボニルまたはアルコキシによ
って、または式－ＮＲXI-3ＲXI-4を有する基によって、５倍まで同じにまたは異なって置
換されていて、ここにおいて、
ＲXI-3およびＲXI-4は、同じであるかまたは異なり、水素、フェニル、または６個までの
炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルを示し、
ＤXIは、式
【０１９４】
【化４６】

【０１９５】
を有する基であり、ここにおいて、
ＲXI-5、ＲXI-6およびＲXI-9は、互いに独立して、３～６個の炭素原子を有するシクロア
ルキルを示し、または６～１０個の炭素原子を有するアリールを示し、またはＳ、Ｎおよ
び／またはＯの系列の４個までのヘテロ原子を有する５～７員のベンゾ縮合しうる飽和ま
たは不飽和の単環式、二環式または三環式複素環を示し、これら環は、Ｎ基にもよる窒素
含有環の場合、ハロゲン、トリフルオロメチル、ニトロ、ヒドロキシ、シアノ、カルボキ
シル、トリフルオロメトキシ、それぞれ６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状の
アシル、アルキル、アルキルチオ、アルキルアルコキシ、アルコキシまたはアルコキシカ
ルボニルによって、それぞれ６～１０個の炭素原子を有するアリールまたはトリフルオロ
メチル置換アリールによって、またはＳ、Ｎおよび／またはＯの系列の３個までのヘテロ
原子を有する、ベンゾ縮合しうる芳香族５～７員複素環式環によって、５倍まで同じにま
たは異なって置換されることができ、および／または式－ＯＲXI-10、－ＳＲXI-11、ＳＯ

2ＲXI-12または－ＮＲXI-13ＲXI-14を有する基によって置換され、ここにおいて、
ＲXI-10、ＲXI-11およびＲXI-12は、互いに独立して、６～１０個の炭素原子を有するア
リールであって、それ自体、フェニル、ハロゲンによって、または６個までの炭素原子を
有する直鎖または分岐状のアルキルによって、２倍まで同じにまたは異なって置換されて
いるものを示し、
ＲXI-13およびＲXI-14は、同じであるかまたは異なり、ＲXI-3およびＲXI-4について上に
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与えられた意味を有し、または
ＲXI-5および／またはＲXI-6は、式
【０１９６】
【化４７】

【０１９７】
を有する基を示し、
ＲXI-7は、水素、ハロゲンまたはメチルを示し、そして
ＲXI-8は、水素、ハロゲン、アジド、トリフルオロメチル、ヒドロキシ、トリフルオロメ
トキシ、それぞれ６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルコキシまたはアル
キル、または式－ＮＲXI-15ＲXI-16を有する基を示し、ここにおいて、
ＲXI-15およびＲXI-16は、同じであるかまたは異なり、ＲXI-3およびＲXI-4について上に
与えられた意味を有し、または
ＲXI-7およびＲXI-8は一緒に、式＝Ｏまたは＝ＮＲXI-17を有する基を形成し、ここにお
いて、
ＲXI-17は、水素、またはそれぞれ６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアル
キル、アルコキシまたはアシルを示し、
ＬXIは、それぞれ８個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキレン鎖またはア
ルケニレン鎖を示し、ヒドロキシ基によって２倍まで置換されることができ、
ＴXIおよびＸXIは、同じであるかまたは異なり、８個までの炭素原子を有する直鎖または
分岐状のアルキレン鎖を示し、または
ＴXIまたはＸXIは、結合を示し、
ＶXIは、酸素または硫黄原子、または基－ＮＲXI-18を示し、ここにおいて、ＲXI-18は、
水素、または６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキル、またはフェニル
を示し、
ＥXIは、３～８個の炭素原子を有するシクロアルキルを示し、または８個までの炭素原子
を有する直鎖または分岐状のアルキルであって、３～８個の炭素原子を有するシクロアル
キルまたはヒドロキシで置換されうるものを示し、またはフェニルであって、ハロゲンま
たはトリフルオロメチルによって置換されうるものを示し、
ＲXI-1およびＲXI-2は一緒に、７個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキレ
ン鎖を形成し、これは、カルボニル基によっておよび／または式
【０１９８】
【化４８】

【０１９９】
を有する基によって置換されているべきであり、ここにおいて、
ａおよびｂは、同じであるかまたは異なり、１、２または３の数を示し、
ＲXI-19は、水素、３～７個の炭素原子を有するシクロアルキル、８個までの炭素原子を
有する直鎖または分岐状のシリルアルキル、または８個までの炭素原子を有する直鎖また
は分岐状のアルキルであって、ヒドロキシ、６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐
状のアルコキシによって、またはフェニルであって、それ自体、ハロゲン、ニトロ、トリ
フルオロメチル、トリフルオロメトキシによって、またはフェニルまたはテトラゾールに
よって置換されたフェニルによって置換されうるものによって置換されうるものを示し、
そしてアルキルは、式－ＯＲXI-22を有する基によって置換されることができ、ここにお
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いて、
ＲXI-22は、４個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアシル、またはベンジルを
示し、または
ＲXI-19は、２０個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアシル、またはベンゾイ
ルを示し、ハロゲン、トリフルオロメチル、ニトロまたはトリフルオロメトキシによって
置換されることができ、または８個までの炭素原子および９個のフッ素原子を有する直鎖
または分岐状のフルオロアシルを示し、
ＲXI-20およびＲXI-21は、同じであるかまたは異なり、水素、フェニル、または６個まで
の炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルを示し、または
ＲXI-20およびＲXI-21は一緒に、３～６員炭素環を形成し、そしておそらくは二重にも、
ＲXI-1およびＲXI-2によって形成されるアルキレン鎖は、トリフルオロメチル、ヒドロキ
シ、ニトリル、ハロゲン、カルボキシル、ニトロ、アジド、シアノ、それぞれ３～７個の
炭素原子を有するシクロアルキルまたはシクロアルキルオキシによって、それぞれ６個ま
での炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルコキシカルボニル、アルコキシまたはアル
キルチオによって、または６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルであ
って、それ自体、ヒドロキシル、ベンジルオキシ、トリフルオロメチル、ベンゾイル、そ
れぞれ４個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルコキシ、オキシアシルまたは
カルボニル、および／またはフェニルであって、それ自体、ハロゲン、トリフルオロメチ
ルまたはトリフルオロメトキシで置換されうるものによって２倍まで同じにまたは異なっ
て置換されているものによって、６倍までの同じにまたは異なって置換されることができ
、および／またはＲXI-1およびＲXI-2によって形成されるアルキレン鎖は、フェニル、ベ
ンゾイル、チオフェニルまたはスルホベンジルであって、それ自体、ハロゲン、トリフル
オロメチル、トリフルオロメトキシまたはニトロによって置換されうるものによって５倍
まで同じにまたは異なって二重にも置換されることができ、および／またはＲXI-1および
ＲXI-2によって形成されるアルキレン鎖は、式
【０２００】
【化４９】

【０２０１】
または＝Ｏを有する基によって置換されることができ、ここにおいて、
ｃは、１、２、３または４の数を示し、
ｄは、０または１の数を示し、
ＲXI-23およびＲXI-24は、同じであるかまたは異なり、水素、３～６個の炭素原子を有す
るシクロアルキル、６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキル、ベンジル
またはフェニルを示し、ハロゲン、トリフルオロメチル、シアノ、フェニルまたはニトロ
によって２倍まで同じにまたは異なって置換されることができ、および／またはＲXI-1お
よびＲXI-2によって形成されるアルキレン鎖は、式
【０２０２】
【化５０】
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【０２０３】
を有するスピロ結合基によって置換されることができ、ここにおいて、
ＷXIは、酸素原子かまたは硫黄原子を示し、
ＹXIおよびＹ’XIは一緒に、２～６員の直鎖または分岐状アルキレン鎖を形成し、
ｅは、１、２、３、４、５、６または７の数を示し、
ｆは、１または２の数を示し、
ＲXI-25、ＲXI-26、ＲXI-27、ＲXI-28、ＲXI-29、ＲXI-30およびＲXI-31は、同じである
かまたは異なり、水素、トリフルオロメチル、フェニル、ハロゲン、またはそれぞれ６個
までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルまたはアルコキシを示し、または
ＲXI-25およびＲXI-26、またはＲXI-27およびＲXI-28は、それぞれ一緒に、６個までの炭
素原子を有する直鎖または分岐状のアルキル鎖を形成し、または
ＲXI-25およびＲXI-26、またはＲXI-27およびＲXI-28は互いに、式
【０２０４】
【化５１】

【０２０５】
（式中、ＷXIは上に与えられた意味を有し、
ｇは、１、２、３、４、５、６または７の数を示す）
を有する基を形成し、
ＲXI-32およびＲXI-33は、一緒に、酸素または硫黄原子、または式ＳＯ、ＳＯ2または－
ＮＲXI-34を有する基を含有する３～７員複素環を形成し、ここにおいて、
ＲXI-34は、水素、フェニル、ベンジル、または４個までの炭素原子を有する直鎖または
分岐状のアルキルを示す。
【０２０６】
式XIの化合物およびそれらの製造方法は、全ての目的についてそのまま本明細書中に参照
により取り込まれるＰＣＴ公開第ＷＯ９９１４１７４号に開示されている。
【０２０７】
本発明によって有用であるＣＥＴＰ阻害剤のもう一つの種類は、式（XII）
【０２０８】
【化５２】

【０２０９】
を有する２－アリール置換ピリジンまたはそれら化合物の薬学的に許容しうる塩、鏡像異
性体または立体異性体から成り、式中、
ＡXIIおよびＥXIIは、同じであるかまたは異なり、６～１０個の炭素原子を有するアリー
ルであって、ハロゲン、ヒドロキシ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、ニト
ロによって、またはそれぞれ７個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキル、
アシル、ヒドロキシアルキルまたはアルコキシによって、または式－ＮＲXII-1ＲXII-2を
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有する基によって、５倍まで同じにまたは異なって置換されうるものを示し、ここにおい
て、
ＲXII-1およびＲXII-2は、同じであるかまたは異なり、水素、フェニル、または６個まで
の炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルであることを意味し、
ＤXIIは、８個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルであって、ヒドロキ
シによって置換されているものを示し、
ＬXIIは、３～８個の炭素原子を有するシクロアルキル、または８個までの炭素原子を有
する直鎖または分岐状のアルキルであって、３～８個の炭素原子を有するシクロアルキル
によってまたはヒドロキシによって置換されうるものを示し、
ＴXIIは、式ＲXII-3－ＸXII－または
【０２１０】
【化５３】

【０２１１】
を有する基を示し、ここにおいて、
ＲXII-3およびＲXII-4は、同じであるかまたは異なり、３～８個の炭素原子を有するシク
ロアルキル、または６～１０個の炭素原子を有するアリール、またはＳ、Ｎおよび／また
はＯの系列からの３個までのヘテロ原子を有する５～７員芳香族のベンゾ縮合しうる複素
環であることを意味し、これらは、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、ハロゲ
ン、ヒドロキシ、カルボキシル、ニトロによって、それぞれ６個までの炭素原子を有する
直鎖または分岐状のアルキル、アシル、アルコキシまたはアルコキシカルボニルによって
、またはフェニル、フェノキシまたはフェニルチオであって、順次、ハロゲン、トリフル
オロメチルまたはトリフルオロメトキシによって置換されうるものによって、３倍まで同
じにまたは異なって置換されることができ、および／またはこれら環は、式－ＮＲXII-7

ＲXII-8を有する基によって置換されることができ、ここにおいて、
ＲXII-7およびＲXII-8は、同じであるかまたは異なり、上に与えられたＲXII-1およびＲX

II-2の意味を有し、
ＸXIIは、それぞれ２～１０個の炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルまたはア
ルケニルであって、ヒドロキシまたはハロゲンによって２倍まで置換されうるものであり
、
ＲXII-5は水素を示し、そして
ＲXII-6は、水素、ハロゲン、メルカプト、アジド、トリフルオロメチル、ヒドロキシ、
トリフルオロメトキシ、５個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルコキシ、ま
たは式ＢＮＲXII-9ＲXII-10を有する基であることを意味し、ここにおいて、
ＲXII-9およびＲXII-10は、同じであるかまたは異なり、上に与えられたＲXII-1およびＲ

XII-2の意味を有し、または
ＲXII-5およびＲXII-6は、炭素原子と一緒に、カルボニル基を形成する。
【０２１２】
式XIIの化合物およびそれらの製造方法は、全ての目的についてそのまま本明細書中に参
照により取り込まれるＥＰ７９６８４６－Ａ１号、米国特許第６，１２７，３８３号およ
び米国特許第５，９２５，６４５号に開示されている。
【０２１３】
好ましい態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、次の式XIIの化合物より選択される。
４，６－ビス－（ｐ－フルオロフェニル）－２－イソプロピル－３－［（ｐ－トリフルオ
ロメチルフェニル）－（フルオロ）－メチル］－５－（１－ヒドロキシエチル）ピリジン
；
２，４－ビス－（４－フルオロフェニル）－６－イソプロピル－５－［４－（トリフルオ
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ロメチルフェニル）－フルオロメチル］－３－ヒドロキシメチル）ピリジン；および
２，４－ビス－（４－フルオロフェニル）－６－イソプロピル－５－［２－（３－トリフ
ルオロメチルフェニル）ビニル］－３－ヒドロキシメチル）ピリジン。
【０２１４】
本発明によって有用であるＣＥＴＰ阻害剤のもう一つの種類は、式（XIII）
【０２１５】
【化５４】

【０２１６】
を有する化合物、またはそれら化合物の薬学的に許容しうる塩、鏡像異性体、立体異性体
、水和物または溶媒和化合物から成り、式中、
ＲXIIIは、直鎖または分岐状のＣ1-10アルキル；直鎖または分岐状のＣ2-10アルケニル；
ハロゲン化Ｃ1-4アルキル；置換されていてよいＣ3-10シクロアルキル；置換されていて
よいＣ5-8シクロアルケニル；置換されていてよいＣ3-10シクロアルキルＣ1-10アルキル
；置換されていてよいアリール；置換されていてよいアルアルキル；または１～３個の窒
素原子、酸素原子または硫黄原子を有する、置換されていてよい５員または６員の複素環
式基であり、
ＸXIII-1、ＸXIII-2、ＸXIII-3、ＸXIII-4は、同じであってよいしまたは異なっていてよ
く、それぞれ、水素原子；ハロゲン原子；Ｃ1-4低級アルキル；ハロゲン化Ｃ1-4低級アル
キル；Ｃ1-4低級アルコキシ；シアノ基；ニトロ基；アシル；またはアリールであり；
ＹXIIIは、－ＣＯ－；またはＢＳＯ2－であり；そして
ＺXIIIは、水素原子；またはメルカプト保護基である。
【０２１７】
式XIIIの化合物およびそれらの製造方法は、全ての目的についてそのまま本明細書中に参
照により取り込まれるＰＣＴ公開第ＷＯ９８／３５９３７号に開示されている。
【０２１８】
好ましい態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、次の式XIIIの化合物より選択される。
Ｎ，Ｎ’－（ジチオジ－２，１－フェニレン）ビス［２，２－ジメチルプロパンアミド］
；
Ｎ，Ｎ’－（ジチオジ－２，１－フェニレン）ビス［１－メチルシクロヘキサンカルボキ
サミド］；
Ｎ，Ｎ’－（ジチオジ－２，１－フェニレン）ビス［１－（３－メチルブチル）－シクロ
ペンタンカルボキサミド］；
Ｎ，Ｎ’－（ジチオジ－２，１－フェニレン）ビス［１－（３－メチルブチル）－シクロ
ヘキサンカルボキサミド］；
Ｎ，Ｎ’－（ジチオジ－２，１－フェニレン）ビス［１－（２－エチルブチル）－シクロ
ヘキサンカルボキサミド］；
Ｎ，Ｎ’－（ジチオジ－２，１－フェニレン）ビストリシクロ［３．３．１．１3,7］デ
カン－１－カルボキサミド；
プロパンチオ酸２－メチル－，Ｓ－［２－［［［１－（２－エチルブチル）シクロヘキシ
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ル］カルボニル］アミノ］フェニル］エステル；
プロパンチオ酸２，２－ジメチル－，Ｓ－［２－［［［１－（２－エチルブチル）シクロ
ヘキシル］カルボニル］アミノ］フェニル］エステル；および
エタンチオ酸Ｓ－［２－［［［１－（２－エチルブチル）シクロヘキシル］カルボニル］
アミノ］フェニル］エステル。
【０２１９】
本発明によって有用であるＣＥＴＰ阻害剤のもう一つの種類は、式XIV
【０２２０】
【化５５】

【０２２１】
を有する多環式アリールおよびヘテロアリール第三ヘテロアルキルアミンおよびそれらの
薬学的に許容しうる形から成り、式中、
ｎXIVは、０～５より選択される整数であり；
ＲXIV-1は、ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロアルコキシアルキルおよびハロアルケ
ニルオキシアルキルから成る群より選択され；
ＸXIVは、Ｏ、Ｈ、Ｆ、Ｓ、Ｓ（Ｏ）、ＮＨ、Ｎ（ＯＨ）、Ｎ（アルキル）およびＮ（ア
ルコキシ）から成る群より選択され；
ＲXIV-16は、ヒドリド、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アルアルキル、
アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アルケニルオキシアルキル、アルキルチ
オアルキル、アリールチオアルキル、アルアルコキシアルキル、ヘテロアルアルコキシア
ルキル、アルキルスルフィニルアルキル、アルキルスルホニルアルキル、シクロアルキル
、シクロアルキルアルキル、シクロアルキルアルケニル、シクロアルケニル、シクロアル
ケニルアルキル、ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロシクロアルキル、ハロシクロアル
ケニル、ハロアルコキシアルキル、ハロアルケニルオキシアルキル、ハロシクロアルコキ
シアルキル、ハロシクロアルケニルオキシアルキル、ペルハロアリール、ペルハロアルア
ルキル、ペルハロアリールオキシアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、
モノカルボアルコキシアルキル、モノカルボアルコキシ、ジカルボアルコキシアルキル、
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モノカルボキサミド、モノシアノアルキル、ジシアノアルキル、カルボアルコキシシアノ
アルキル、アシル、アロイル、ヘテロアロイル、ヘテロアリールオキシアルキル、ジアル
コキシホスホノアルキル、トリアルキルシリル、およびスペーサーであって、５～１０個
連続したメンバーを有するヘテロシクリル環を形成するように、ＲXIV-4、ＲXIV-8、ＲXI

V-9およびＲXIV-13から成る群より選択される芳香族置換基の結合点に連結した１～４個
連続した原子を有する直鎖状スペーサー残基および共有単結合から成る群より選択される
スペーサーから成る群より選択され、但し、このスペーサー残基は、ＲXIV-2がアルキル
であり、ＸがＨまたはＦであるＲXIV-16が存在しない場合、共有単結合以外であるという
ことを条件とし；
ＤXIV-1、ＤXIV-2、ＪXIV-1、ＪXIV-2およびＫXIV-1は、独立して、Ｃ、Ｎ、Ｏ、Ｓおよ
び共有結合から成る群より選択され、但し、ＤXIV-1、ＤXIV-2、ＪXIV-1、ＪXIV-2および
ＫXIV-1の内一つしか共有結合ではなく、ＤXIV-1、ＤXIV-2、ＪXIV-1、ＪXIV-2およびＫX

IV-1の内一つしかＯではなく、ＤXIV-1、ＤXIV-2、ＪXIV-1、ＪXIV-2およびＫXIV-1の内
一つしかＳではなく、ＤXIV-1、ＤXIV-2、ＪXIV-1、ＪXIV-2およびＫXIV-1の内二つがＯ
およびＳである場合、ＤXIV-1、ＤXIV-2、ＪXIV-1、ＪXIV-2およびＫXIV-1の内一つは共
有結合であるべきであり、そしてＤXIV-1、ＤXIV-2、ＪXIV-1、ＪXIV-2およびＫXIV-1の
内４個までしかＮではないということを条件とし；
ＤXIV-3、ＤXIV-4、ＪXIV-3、ＪXIV-4およびＫXIV-2は、独立して、Ｃ、Ｎ、Ｏ、Ｓおよ
び共有結合から成る群より選択され、但し、ＤXIV-3、ＤXIV-4、ＪXIV-3、ＪXIV-4および
ＫXIV-2の内一つしか共有結合ではなく、ＤXIV-3、ＤXIV-4、ＪXIV-3、ＪXIV-4およびＫX

IV-2の内一つしかＯではなく、ＤXIV-3、ＤXIV-4、ＪXIV-3、ＪXIV-4およびＫXIV-2の内
一つしかＳではなく、ＤXIV-3、ＤXIV-4、ＪXIV-3、ＪXIV-4およびＫXIV-2の内二つがＯ
およびＳである場合、ＤXIV-3、ＤXIV-4、ＪXIV-3、ＪXIV-4およびＫXIV-2の内一つは共
有結合であるべきであり、そしてＤXIV-3、ＤXIV-4、ＪXIV-3、ＪXIV-4およびＫXIV-2の
内４個までしかＮではないということを条件とし；
ＲXIV-2は、独立して、ヒドリド、ヒドロキシ、ヒドロキシアルキル、アミノ、アミノア
ルキル、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリ
ール、アルアルキル、アルアルコキシアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシア
ルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アルケニルオキシアルキル、アルキルチオアル
キル、アルアルキルチオアルキル、アリールチオアルキル、シクロアルキル、シクロアル
キルアルキル、シクロアルキルアルケニル、シクロアルケニル、シクロアルケニルアルキ
ル、ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロシクロアルキル、ハロシクロアルケニル、ハロ
アルコキシ、ハロアルコキシアルキル、ハロアルケニルオキシアルキル、ハロシクロアル
コキシ、ハロシクロアルコキシアルキル、ハロシクロアルケニルオキシアルキル、ペルハ
ロアリール、ペルハロアルアルキル、ペルハロアリールオキシアルキル、ヘテロアリール
、ヘテロアリールアルキル、ヘテロアリールチオアルキル、ヘテロアルアルキルチオアル
キル、モノカルボアルコキシアルキル、ジカルボアルコキシアルキル、モノシアノアルキ
ル、ジシアノアルキル、カルボアルコキシシアノアルキル、アルキルスルフィニル、アル
キルスルホニル、アルキルスルフィニルアルキル、アルキルスルホニルアルキル、ハロア
ルキルスルフィニル、ハロアルキルスルホニル、アリールスルフィニル、アリールスルフ
ィニルアルキル、アリールスルホニル、アリールスルホニルアルキル、アルアルキルスル
フィニル、アルアルキルスルホニル、シクロアルキルスルフィニル、シクロアルキルスル
ホニル、シクロアルキルスルフィニルアルキル、シクロアルキルスルホニルアルキル、ヘ
テロアリールスルホニルアルキル、ヘテロアリールスルフィニル、ヘテロアリールスルホ
ニル、ヘテロアリールスルフィニルアルキル、アルアルキルスルフィニルアルキル、アル
アルキルスルホニルアルキル、カルボキシ、カルボキシアルキル、カルボアルコキシ、カ
ルボキサミド、カルボキサミドアルキル、カルボアルアルコキシ、ジアルコキシホスホノ
、ジアルアルコキシホスホノ、ジアルコキシホスホノアルキルおよびジアルアルコキシホ
スホノアルキルから成る群より選択され；
ＲXIV-2およびＲXIV-3は、一緒になって、３～８個連続したメンバーを有するシクロアル
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キル、５～８個連続したメンバーを有するシクロアルケニル、および４～８個連続したメ
ンバーを有するヘテロシクリルから成る群より選択される環を形成するように１～６個連
続した原子を有する残基および共有単結合から成る群より選択される直鎖状スペーサー残
基を形成し；
ＲXIV-3は、ヒドリド、ヒドロキシ、ハロ、シアノ、アリールオキシ、ヒドロキシアルキ
ル、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、アシル、スルフヒドリル、アシルアミ
ド、アルコキシ、アルキルチオ、アリールチオ、アルキル、アルケニル、アルキニル、ア
リール、アルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、ヘテロアリール
チオ、アルアルキルチオ、アルアルコキシアルキル、アルキルスルフィニルアルキル、ア
ルキルスルホニルアルキル、アロイル、ヘテロアロイル、アルアルキルチオアルキル、ヘ
テロアルアルキルチオアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アルケニルオキシアル
キル、アルキルチオアルキル、アリールチオアルキル、シクロアルキル、シクロアルキル
アルキル、シクロアルキルアルケニル、シクロアルケニル、シクロアルケニルアルキル、
ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロシクロアルキル、ハロシクロアルケニル、ハロアル
コキシ、ハロアルコキシアルキル、ハロアルケニルオキシアルキル、ハロシクロアルコキ
シ、ハロシクロアルコキシアルキル、ハロシクロアルケニルオキシアルキル、ペルハロア
リール、ペルハロアルアルキル、ペルハロアリールオキシアルキル、ヘテロアリール、ヘ
テロアリールアルキル、ヘテロアリールチオアルキル、モノカルボアルコキシアルキル、
ジカルボアルコキシアルキル、モノシアノアルキル、ジシアノアルキル、カルボアルコキ
シシアノアルキル、アルキルスルフィニル、アルキルスルホニル、ハロアルキルスルフィ
ニル、ハロアルキルスルホニル、アリールスルフィニル、アリールスルフィニルアルキル
、アリールスルホニル、アリールスルホニルアルキル、アルアルキルスルフィニル、アル
アルキルスルホニル、シクロアルキルスルフィニル、シクロアルキルスルホニル、シクロ
アルキルスルフィニルアルキル、シクロアルキルスルホニルアルキル、ヘテロアリールス
ルホニルアルキル、ヘテロアリールスルフィニル、ヘテロアリールスルホニル、ヘテロア
リールスルフィニルアルキル、アルアルキルスルフィニルアルキル、アルアルキルスルホ
ニルアルキル、カルボキシ、カルボキシアルキル、カルボアルコキシ、カルボキサミド、
カルボキサミドアルキル、カルボアルアルコキシ、ジアルコキシホスホノ、ジアルアルコ
キシホスホノ、ジアルコキシホスホノアルキルおよびジアルアルコキシホスホノアルキル
から成る群より選択され；
ＹXIVは、共有単結合、（Ｃ（ＲXIV-14）2）qXIV（式中、qXIVは、１および２より選択さ
れる整数である）および（ＣＨ（ＲXIV-14））gXIV－ＷXIV－（ＣＨ（ＲXIV-14））pXIV

（式中、gXIVおよびpXIVは、０および１より独立して選択される整数である）から成る群
より選択され；
ＲXIV-14は、独立して、ヒドリド、ヒドロキシ、ハロ、シアノ、アリールオキシ、アミノ
、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、ヒドロキシアルキル、アシル、アロイル、ヘテロ
アロイル、ヘテロアリールオキシアルキル、スルフヒドリル、アシルアミド、アルコキシ
、アルキルチオ、アリールチオ、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アルア
ルキル、アリールオキシアルキル、アルアルコキシアルキルアルコキシ、アルキルスルフ
ィニルアルキル、アルキルスルホニルアルキル、アルアルキルチオアルキル、ヘテロアル
アルコキシチオアルキル、アルコキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アルケ
ニルオキシアルキル、アルキルチオアルキル、アリールチオアルキル、シクロアルキル、
シクロアルキルアルキル、シクロアルキルアルケニル、シクロアルケニル、シクロアルケ
ニルアルキル、ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロシクロアルキル、ハロシクロアルケ
ニル、ハロアルコキシ、ハロアルコキシアルキル、ハロアルケニルオキシアルキル、ハロ
シクロアルコキシ、ハロシクロアルコキシアルキル、ハロシクロアルケニルオキシアルキ
ル、ペルハロアリール、ペルハロアルアルキル、ペルハロアリールオキシアルキル、ヘテ
ロアリール、ヘテロアリールアルキル、ヘテロアリールチオアルキル、ヘテロアルアルキ
ルチオアルキル、モノカルボアルコキシアルキル、ジカルボアルコキシアルキル、モノシ
アノアルキル、ジシアノアルキル、カルボアルコキシシアノアルキル、アルキルスルフィ
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ニル、アルキルスルホニル、ハロアルキルスルフィニル、ハロアルキルスルホニル、アリ
ールスルフィニル、アリールスルフィニルアルキル、アリールスルホニル、アリールスル
ホニルアルキル、アルアルキルスルフィニル、アルアルキルスルホニル、シクロアルキル
スルフィニル、シクロアルキルスルホニル、シクロアルキルスルフィニルアルキル、シク
ロアルキルスルホニルアルキル、ヘテロアリールスルホニルアルキル、ヘテロアリールス
ルフィニル、ヘテロアリールスルホニル、ヘテロアリールスルフィニルアルキル、アルア
ルキルスルフィニルアルキル、アルアルキルスルホニルアルキル、カルボキシ、カルボキ
シアルキル、カルボアルコキシ、カルボキサミド、カルボキサミドアルキル、カルボアル
アルコキシ、ジアルコキシホスホノ、ジアルアルコキシホスホノ、ジアルコキシホスホノ
アルキル、ジアルアルコキシホスホノアルキル、スペーサーであって、５～８個連続した
メンバーを有するシクロアルケニル環および５～８個連続したメンバーを有するヘテロシ
クリル環から成る群より選択される環を形成するようにＲXIV-9およびＲXIV-13から成る
群より選択される結合点に連結した３～６個の原子の鎖長を有する残基より選択されるも
の、およびスペーサーであって、５～８個連続したメンバーを有するヘテロシクリルを形
成するようにＲXIV-4およびＲXIV-8から成る群より選択される結合点に連結した２～５個
の原子の鎖長を有する残基より選択されるものから成る群より選択され、但し、ＹXIVが
共有結合である場合、置換基ＲXIV-14は、ＹXIVに結合していないということを条件とし
；
ＲXIV-14およびＲXIV-14は、異なった原子に結合した場合、一緒になって、共有結合、ア
ルキレン、ハロアルキレン、およびスペーサーであって、５～８個連続したメンバーを有
する飽和シクロアルキル、５～８個連続したメンバーを有するシクロアルケニル、および
５～８個連続したメンバーを有するヘテロシクリルの群より選択される環を形成するよう
に連結した２～５個の原子の鎖長を有する残基から成る群より選択されるスペーサーから
成る群より選択される基を形成し;
ＲXIV-14およびＲXIV-14は、同じ原子に結合した場合、一緒になって、オキソ、チオノ、
アルキレン、ハロアルキレン、およびスペーサーであって、４～８個連続したメンバーを
有するシクロアルキル、４～８個連続したメンバーを有するシクロアルケニル、および４
～８個連続したメンバーを有するヘテロシクリルから成る群より選択される環を形成する
ように連結した３～７個の原子の鎖長を有する残基から成る群より選択されるスペーサー
から成る群より選択される基を形成し;
ＷXIVは、Ｏ、Ｃ（Ｏ）、Ｃ（Ｓ）、Ｃ（Ｏ）Ｎ（ＲXIV-14）、Ｃ（Ｓ）Ｎ（ＲXIV-14）
、（ＲXIV-14）ＮＣ（Ｏ）、（ＲXIV-14）ＮＣ（Ｓ）、Ｓ、Ｓ（Ｏ）、Ｓ（Ｏ）2、Ｓ（
Ｏ）2Ｎ（ＲXIV-14）、（ＲXIV-14）ＮＳ（Ｏ）2およびＮ（ＲXIV-14）から成る群より選
択され、但し、ＲXIV-14は、ハロおよびシアノ以外より選択されるということを条件とし
；
ＺXIVは、独立して、共有単結合、（Ｃ（ＲXIV-15）2）qXIV-2（式中、qXIV-2は、１およ
び２より選択される整数である）、（ＣＨ（ＲXIV-15））jXIV－Ｗ－（ＣＨ（ＲXIV-15）
）kXIV（式中、jXIVおよびkXIVは、０および１より独立して選択される整数である）から
成る群より選択され、但し、ＺXIVが共有単結合である場合、置換基ＲXIV-15はＺXIVに結
合していないということを条件とし；
ＲXIV-15は、ＺXIVが（Ｃ（ＲXIV-15）2）qXIV（式中、qXIVは１および２より選択される
整数である）である場合、独立して、ヒドリド、ヒドロキシ、ハロ、シアノ、アリールオ
キシ、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、ヒドロキシアルキル、アシル、アロ
イル、ヘテロアロイル、ヘテロアリールオキシアルキル、スルフヒドリル、アシルアミド
、アルコキシ、アルキルチオ、アリールチオ、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリ
ール、アルアルキル、アリールオキシアルキル、アルアルコキシアルキル、アルキルスル
フィニルアルキル、アルキルスルホニルアルキル、アルアルキルチオアルキル、ヘテロア
ルアルキルチオアルキル、アルコキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アルケ
ニルオキシアルキル、アルキルチオアルキル、アリールチオアルキル、シクロアルキル、
シクロアルキルアルキル、シクロアルキルアルケニル、シクロアルケニル、シクロアルケ
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ニルアルキル、ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロシクロアルキル、ハロシクロアルケ
ニル、ハロアルコキシ、ハロアルコキシアルキル、ハロアルケニルオキシアルキル、ハロ
シクロアルコキシ、ハロシクロアルコキシアルキル、ハロシクロアルケニルオキシアルキ
ル、ペルハロアリール、ペルハロアルアルキル、ペルハロアリールオキシアルキル、ヘテ
ロアリール、ヘテロアリールアルキル、ヘテロアリールチオアルキル、ヘテロアルアルキ
ルチオアルキル、モノカルボアルコキシアルキル、ジカルボアルコキシアルキル、モノシ
アノアルキル、ジシアノアルキル、カルボアルコキシシアノアルキル、アルキルスルフィ
ニル、アルキルスルホニル、ハロアルキルスルフィニル、ハロアルキルスルホニル、アリ
ールスルフィニル、アリールスルフィニルアルキル、アリールスルホニル、アリールスル
ホニルアルキル、アルアルキルスルフィニル、アルアルキルスルホニル、シクロアルキル
スルフィニル、シクロアルキルスルホニル、シクロアルキルスルフィニルアルキル、シク
ロアルキルスルホニルアルキル、ヘテロアリールスルホニルアルキル、ヘテロアリールス
ルフィニル、ヘテロアリールスルホニル、ヘテロアリールスルフィニルアルキル、アルア
ルキルスルフィニルアルキル、アルアルキルスルホニルアルキル、カルボキシ、カルボキ
シアルキル、カルボアルコキシ、カルボキサミド、カルボキサミドアルキル、カルボアル
アルコキシ、ジアルコキシホスホノ、ジアルアルコキシホスホノ、ジアルコキシホスホノ
アルキル、ジアルアルコキシホスホノアルキル、スペーサーであって、５～８個連続した
メンバーを有するシクロアルケニル環および５～８個連続したメンバーを有するヘテロシ
クリル環から成る群より選択される環を形成するようにＲXIV-4およびＲXIV-8から成る群
より選択される結合点に連結した３～６個の原子の鎖長を有する残基より選択されるもの
、およびスペーサーであって、５～８個連続したメンバーを有するヘテロシクリルを形成
するようにＲXIV-9およびＲXIV-13から成る群より選択される結合点に連結した２～５個
の原子の鎖長を有する残基より選択されるものから成る群より選択され；
ＲXIV-15およびＲXIV-15は、異なった原子に結合した場合、一緒になって、共有結合、ア
ルキレン、ハロアルキレン、およびスペーサーであって、５～８個連続したメンバーを有
する飽和シクロアルキル、５～８個連続したメンバーを有するシクロアルケニル、および
５～８個連続したメンバーを有するヘテロシクリルの群より選択される環を形成するよう
に連結した２～５個の原子の鎖長を有する残基から成る群より選択されるスペーサーから
成る群より選択される基を形成し;
ＲXIV-15およびＲXIV-15は、同じ原子に結合した場合、一緒になって、オキソ、チオノ、
アルキレン、ハロアルキレン、およびスペーサーであって、４～８個連続したメンバーを
有するシクロアルキル、４～８個連続したメンバーを有するシクロアルケニル、および４
～８個連続したメンバーを有するヘテロシクリルから成る群より選択される環を形成する
ように連結した３～７個の原子の鎖長を有する残基から成る群より選択されるスペーサー
から成る群より選択される基を形成し;
ＲXIV-15は、ＺXIVが（ＣＨ（ＲXIV-15））jXIV－Ｗ－（ＣＨ（ＲXIV-15））kXIV（式中
、jXIVおよびkXIVは、０および１より独立して選択される整数である）である場合、独立
して、ヒドリド、ハロ、シアノ、アリールオキシ、カルボキシル、アシル、アロイル、ヘ
テロアロイル、ヒドロキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アシルアミド、ア
ルコキシ、アルキルチオ、アリールチオ、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール
、アルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、ヘテロアリールオキシ
アルキル、アルアルコキシアルキル、ヘテロアルアルコキシアルキル、アルキルスルホニ
ルアルキル、アルキルスルフィニルアルキル、アルケニルオキシアルキル、アルキルチオ
アルキル、アリールチオアルキル、シクロアルキル、シクロアルキルアルキル、シクロア
ルキルアルケニル、シクロアルケニル、シクロアルケニルアルキル、ハロアルキル、ハロ
アルケニル、ハロシクロアルキル、ハロシクロアルケニル、ハロアルコキシ、ハロアルコ
キシアルキル、ハロアルケニルオキシアルキル、ハロシクロアルコキシ、ハロシクロアル
コキシアルキル、ハロシクロアルケニルオキシアルキル、ペルハロアリール、ペルハロア
ルアルキル、ペルハロアリールオキシアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキ
ル、ヘテロアリールチオアルキル、ヘテロアルアルキルチオアルキル、モノカルボアルコ
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キシアルキル、ジカルボアルコキシアルキル、モノシアノアルキル、ジシアノアルキル、
カルボアルコキシシアノアルキル、アルキルスルフィニル、アルキルスルホニル、ハロア
ルキルスルフィニル、ハロアルキルスルホニル、アリールスルフィニル、アリールスルフ
ィニルアルキル、アリールスルホニル、アリールスルホニルアルキル、アルアルキルスル
フィニル、アルアルキルスルホニル、シクロアルキルスルフィニル、シクロアルキルスル
ホニル、シクロアルキルスルフィニルアルキル、シクロアルキルスルホニルアルキル、ヘ
テロアリールスルホニルアルキル、ヘテロアリールスルフィニル、ヘテロアリールスルホ
ニル、ヘテロアリールスルフィニルアルキル、アルアルキルスルフィニルアルキル、アル
アルキルスルホニルアルキル、カルボキシアルキル、カルボアルコキシ、カルボキサミド
、カルボキサミドアルキル、カルボアルアルコキシ、ジアルコキシホスホノアルキル、ジ
アルアルコキシホスホノアルキル、スペーサーであって、５～８個連続したメンバーを有
するシクロアルケニル環および５～８個連続したメンバーを有するヘテロシクリル環から
成る群より選択される環を形成するようにＲXIV-4およびＲXIV-8から成る群より選択され
る結合点に連結した３～６個の原子の鎖長を有する直鎖状残基より選択されるもの、およ
びスペーサーであって、５～８個連続したメンバーを有するヘテロシクリルを形成するよ
うにＲXIV-9およびＲXIV-13から成る群より選択される結合点に連結した２～５個の原子
の鎖長を有する直鎖状残基より選択されるものから成る群より選択され；
ＲXIV-4、ＲXIV-5、ＲXIV-6、ＲXIV-7、ＲXIV-8、ＲXIV-9、ＲXIV-10、ＲXIV-11、ＲXIV-

12およびＲXIV-13は、独立して、ペルハロアリールオキシ、アルカノイルアルキル、アル
カノイルアルコキシ、アルカノイルオキシ、Ｎ－アリール－Ｎ－アルキルアミノ、ヘテロ
シクリルアルコキシ、ヘテロシクリルチオ、ヒドロキシアルコキシ、カルボキサミドアル
コキシ、アルコキシカルボニルアルコキシ、アルコキシカルボニルアルケニルオキシ、ア
ルアルカノイルアルコキシ、アルアルケノイル、Ｎ－アルキルカルボキサミド、Ｎ－ハロ
アルキルカルボキサミド、Ｎ－シクロアルキルカルボキサミド、Ｎ－アリールカルボキサ
ミドアルコキシ、シクロアルキルカルボニル、シアノアルコキシ、ヘテロシクリルカルボ
ニル、ヒドリド、カルボキシ、ヘテロアルアルキルチオ、ヘテロアルアルコキシ、シクロ
アルキルアミノ、アシルアルキル、アシルアルコキシ、アロイルアルコキシ、ヘテロシク
リルオキシ、アルアルキルアリール、アルアルキル、アルアルケニル、アルアルキニル、
ヘテロシクリル、ペルハロアルアルキル、アルアルキルスルホニル、アルアルキルスルホ
ニルアルキル、アルアルキルスルフィニル、アルアルキルスルフィニルアルキル、ハロシ
クロアルキル、ハロシクロアルケニル、シクロアルキルスルフィニル、シクロアルキルス
ルフィニルアルキル、シクロアルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニルアルキル、
ヘテロアリールアミノ、Ｎ－ヘテロアリールアミノ－Ｎ－アルキルアミノ、ヘテロアリー
ルアミノアルキル、ハロアルキルチオ、アルカノイルオキシ、アルコキシ、アルコキシア
ルキル、ハロアルコキシアルキル、ヘテロアルアルコキシ、シクロアルコキシ、シクロア
ルケニルオキシ、シクロアルコキシアルキル、シクロアルキルアルコキシ、シクロアルケ
ニルオキシアルキル、シクロアルキレンジオキシ、ハロシクロアルコキシ、ハロシクロア
ルコキシアルキル、ハロシクロアルケニルオキシ、ハロシクロアルケニルオキシアルキル
、ヒドロキシ、アミノ、チオ、ニトロ、低級アルキルアミノ、アルキルチオ、アルキルチ
オアルキル、アリールアミノ、アルアルキルアミノ、アリールチオ、アリールチオアルキ
ル、ヘテロアルアルコキシアルキル、アルキルスルフィニル、アルキルスルフィニルアル
キル、アリールスルフィニルアルキル、アリールスルホニルアルキル、ヘテロアリールス
ルフィニルアルキル、ヘテロアリールスルホニルアルキル、アルキルスルホニル、アルキ
ルスルホニルアルキル、ハロアルキルスルフィニルアルキル、ハロアルキルスルホニルア
ルキル、アルキルスルホンアミド、アルキルアミノスルホニル、アミドスルホニル、モノ
アルキルアミドスルホニル、ジアルキルアミドスルホニル、モノアリールアミドスルホニ
ル、アリールスルホンアミド、ジアリールアミドスルホニル、モノアルキルモノアリール
アミドスルホニル、アリールスルフィニル、アリールスルホニル、ヘテロアリールチオ、
ヘテロアリールスルフィニル、ヘテロアリールスルホニル、ヘテロシクリルスルホニル、
ヘテロシクリルチオ、アルカノイル、アルケノイル、アロイル、ヘテロアロイル、アルア
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ルカノイル、ヘテロアルアルカノイル、ハロアルカノイル、アルキル、アルケニル、アル
キニル、アルケニルオキシ、アルケニルオキシアルキル、アルキレンジオキシ、ハロアル
キレンジオキシ、シクロアルキル、シクロアルキルアルカノイル、シクロアルケニル、低
級シクロアルキルアルキル、低級シクロアルケニルアルキル、ハロ、ハロアルキル、ハロ
アルケニル、ハロアルコキシ、ヒドロキシハロアルキル、ヒドロキシアルアルキル、ヒド
ロキシアルキル、ヒドロキシヘテロアルアルキル、ハロアルコキシアルキル、アリール、
ヘテロアルアルキニル、アリールオキシ、アルアルコキシ、アリールオキシアルキル、飽
和ヘテロシクリル、部分飽和ヘテロシクリル、ヘテロアリール、ヘテロアリールオキシ、
ヘテロアリールオキシアルキル、アリールアルケニル、ヘテロアリールアルケニル、カル
ボキシアルキル、カルボアルコキシ、アルコキシカルボキサミド、アルキルアミドカルボ
ニルアミド、アリールアミドカルボニルアミド、カルボアルコキシアルキル、カルボアル
コキシアルケニル、カルボアルアルコキシ、カルボキサミド、カルボキサミドアルキル、
シアノ、カルボハロアルコキシ、ホスホノ、ホスホノアルキル、ジアルアルコキシホスホ
ノおよびジアルアルコキシホスホノアルキルから成る群より選択され、但し、１～５個の
非ヒドリド環置換基ＲXIV-4、ＲXIV-5、ＲXIV-6、ＲXIV-7およびＲXIV-8が存在し、１～
５個の非ヒドリド環置換基ＲXIV-9、ＲXIV-10、ＲXIV-11、ＲXIV-12およびＲXIV-13が存
在し、そしてＲXIV-4、ＲXIV-5、ＲXIV-6、ＲXIV-7、ＲXIV-8、ＲXIV-9、ＲXIV-10、ＲXI

V-11、ＲXIV-12およびＲXIV-13は、それぞれ独立して、炭素の四価の性質、窒素の三価の
性質、硫黄の二価の性質および酸素の二価の性質を維持するように選択されるということ
を条件とし；
ＲXIV-4およびＲXIV-5、ＲXIV-5およびＲXIV-6、ＲXIV-6およびＲXIV-7、ＲXIV-7および
ＲXIV-8、ＲXIV-8およびＲXIV-9、ＲXIV-9およびＲXIV-10、ＲXIV-10およびＲXIV-11、Ｒ

XIV-11およびＲXIV-12、およびＲXIV-12およびＲXIV-13は、独立して、スペーサー対を形
成するように選択され、ここにおいて、スペーサー対は、一緒になって、５～８個連続し
たメンバーを有するシクロアルケニル環、５～８個連続したメンバーを有する部分飽和ヘ
テロシクリル環、５～６個連続したメンバーを有するヘテロアリール環およびアリールか
ら成る群より選択される環を形成するようにこれらスペーサー対メンバーの結合点を連結
している３～６個連続した原子を有する直鎖状残基を形成し、但し、スペーサー対ＲXIV-

4およびＲXIV-5、ＲXIV-5およびＲXIV-6、ＲXIV-6およびＲXIV-7、およびＲXIV-7および
ＲXIV-8から成る群の一つしか同時に用いられないし、スペーサー対ＲXIV-9およびＲXIV-

10、ＲXIV-10およびＲXIV-11、ＲXIV-11およびＲXIV-12、およびＲXIV-12およびＲXIV-13

から成る群の一つしか同時に用いられないということを条件とし；
ＲXIV-4およびＲXIV-9、ＲXIV-4およびＲXIV-13、ＲXIV-8およびＲXIV-9、およびＲXIV-8

およびＲXIV-13は、独立して、スペーサー対を形成するように選択され、ここにおいて、
このスペーサー対は、一緒になって、直鎖状残基であって、５～８個連続したメンバーを
有する部分飽和ヘテロシクリル環、および５～６個連続したメンバーを有するヘテロアリ
ール環から成る群より選択される環を形成する直鎖状残基を形成し、但し、スペーサー対
ＲXIV-4およびＲXIV-9、ＲXIV-4およびＲXIV-13、ＲXIV-8およびＲXIV-9、およびＲXIV-8

およびＲXIV-13から成る群の一つしか同時に用いられないということを条件とする。
【０２２２】
式XIVの化合物およびそれらの製造方法は、全ての目的についてそのまま本明細書中に参
照により取り込まれるＰＣＴ公開第ＷＯ００／１８７２１号に開示されている。
【０２２３】
好ましい態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、次の式XIVの化合物より選択される。
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２
，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テ
トラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
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３－［［３－（３－シクロプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－
テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
３－［［３－（３－（２－フリル）フェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－
テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テ
トラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テトラ
フルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［３－（４－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テトラフ
ルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［３－（２－フルオロ－５－ブロモフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２
，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，
２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［３－［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェノキシ］フェニル
］［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－
１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－［３－（ペンタフルオロエチル）フェノキシ］フェニル］［［３－（１，１
，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３，５－ジメチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テ
トラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［３－（３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テトラフ
ルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［３－（３－ｔ－ブチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テト
ラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
３－［［３－（３－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テトラフ
ルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［３－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフトキシ）フェニル］［［３－（
１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（フェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエト
キシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）フェノキシ］フェニル］［［３－（１，
１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリ
フルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル１］［３
－［［３－（トリフルオロメトキシ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１
，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
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３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］［３－
［［３－（トリフルオロメチル）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１
－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］［３－
［［３，５－ジメチルフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］［３－
［［３－（トリフルオロメチルチオ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１
，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］［３－
［［３，５－ジフルオロフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］［３－
［シクロヘキシルメトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［３－（２－ジフルオロメトキシ－４－ピリジルオキシ）フェニル］［［３－（１
，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２－トリフルオロメチル－４－ピリジルオキシ）フェニル］［［３－（１
，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－ジフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，
２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［［３－（３－トリフルオロメチルチオ）フェノキシ］フェニル］［［３－（１，
１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリ
フルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］［［３－（
１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフル
オロエチルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチ
ル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－シクロプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエ
チル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－（２－フリル）フェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエ
チル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチ
ル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチル）
フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチル）フ
ェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２－フルオロ－５－ブロモフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフル
オロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオ
ロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
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３－［［３－［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェノキシ］フェニル
］［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－［３－（ペンタフルオロエチル）フェノキシ］フェニル］［［３－（ペンタ
フルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［３－（３，５－ジメチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチ
ル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチル）フ
ェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－ｔ－ブチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチル
）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチル）フ
ェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフトキシ）フェニル］［［３－（
ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［３－（フェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メ
チル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）フェノキシ］フェニル］［［３－（ペン
タフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［［３－（トリフル
オロメトキシ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［［３－（トリフル
オロメチル）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［［３，５－ジメチ
ルフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［［３－（トリフル
オロメチルチオ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［［３，５－ジフル
オロフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［シクロヘキシルメ
トキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２－ジフルオロメトキシ－４－ピリジルオキシ）フェニル］［［３－（ペ
ンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
３－［［３－（２－トリフルオロメチル－４－ピリジルオキシ）フェニル］［［３－（ペ
ンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
３－［［３－（３－ジフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオ
ロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
３－［［［３－（３－トリフルオロメチルチオ）フェノキシ］フェニル］［［３－（ペン
タフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
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パノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］［［３－（
ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフル
オロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロ
ピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－シクロプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプ
ロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－（２－フリル）フェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプ
ロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロ
ピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロピル
）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロピル）
フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２－フルオロ－５－ブロモフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフル
オロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオ
ロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［３－［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェノキシ］フェニル
］［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリ
フルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－［３－（ペンタフルオロエチル）フェノキシ］フェニル］［［３－（ヘプタ
フルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［３－（３，５－ジメチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロ
ピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロピル）
フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－ｔ－ブチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロピ
ル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロピル）
フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフトキシ）フェニル］［［３－（
ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
３－［［３－（フェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］
メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；３－［［３－［３－
（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）フェノキシ］フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロピル
）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［［３－（トリフ
ルオロメトキシ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［［３－（トリフ
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ルオロメチル）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［［３，５－ジメ
チルフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［［３－（トリフ
ルオロメチルチオ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［［３，５－ジフ
ルオロフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［シクロヘキシル
メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２－ジフルオロメトキシ－４－ピリジルオキシ）フェニル］［［３－（ヘ
プタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［３－（２－トリフルオロメチル－４－ピリジルオキシ）フェニル］［［３－（ヘ
プタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［３－（３－ジフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオ
ロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［［３－（３－トリフルオロメチルチオ）フェノキシ］フェニル］［［３－（ヘプ
タフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］［［３－（
ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５
－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリ
フルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［３－（３－シクロプロピルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（ト
リフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［３－（３－（２－フリル）フェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（ト
リフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリ
フルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリフル
オロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［３－（４－メチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリフルオ
ロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
３－［［３－（２－フルオロ－５－ブロモフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５
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－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－
（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［３－［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェノキシ］フェニル
］［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１
，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－［３－（ペンタフルオロエチル）フェノキシ］フェニル］［［２－フルオロ
－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［３－（３，５－ジメチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリ
フルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［３－（３－エチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリフルオ
ロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
３－［［３－（３－ｔ－ブチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリフ
ルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
３－［［３－（３－メチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリフルオ
ロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
３－［［３－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフトキシ）フェニル］［［２－フ
ルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（フェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）
フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）フェノキシ］フェニル］［［２－フルオ
ロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［［３
－（トリフルオロメトキシ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［［３
－（トリフルオロメチル）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリ
フルオロ－２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［［３
，５－ジメチルフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［［３
－（トリフルオロメチルチオ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［［３
，５－ジフルオロフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［シク
ロヘキシルメトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［３－（２－ジフルオロメトキシ－４－ピリジルオキシ）フェニル］［［２－フル
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オロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２－トリフルオロメチル－４－ピリジルオキシ）フェニル］［［２－フル
オロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－ジフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－
（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［［３－（３－トリフルオロメチルチオ）フェノキシ］フェニル］［［２－フルオ
ロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］［［２－フ
ルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４
－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリ
フルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［３－（３－シクロプロピルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（ト
リフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［３－（３－（２－フリル）フェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（ト
リフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリ
フルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリフル
オロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［３－（４－メチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリフルオ
ロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
３－［［３－（２－フルオロ－５－ブロモフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４
－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－
（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［３－［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェノキシ］フェニル
］［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１
，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－［３－（ペンタフルオロエチル）フェノキシ］フェニル］［［２－フルオロ
－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［３－（３，５－ジメチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリ
フルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
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３－［［３－（３－エチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリフルオ
ロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
３－［［３－（３－ｔ－ブチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリフ
ルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
３－［［３－（３－メチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリフルオ
ロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
３－［［３－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフトキシ）フェニル］［［２－フ
ルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（フェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）
フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）フェノキシ］フェニル］［［２－フルオ
ロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［［３
－（トリフルオロメトキシ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［［３
－（トリフルオロメチル）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリ
フルオロ－２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［［３
，５－ジメチルフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［［３
－（トリフルオロメチルチオ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［［３
，５－ジフルオロフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－［シク
ロヘキシルメトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［３－（２－ジフルオロメトキシ－４－ピリジルオキシ）フェニル］［［２－フル
オロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２－トリフルオロメチル－４－ピリジルオキシ）フェニル］［［２－フル
オロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－ジフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－
（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［［３－（３－トリフルオロメチルチオ）フェノキシ］フェニル］［［２－フルオ
ロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］［［２－フ
ルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール。
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【０２２４】
本発明によって有用であるＣＥＴＰ阻害剤のもう一つの種類は、式XV
【０２２５】
【化５６】

【０２２６】
を有する置換Ｎ－脂肪族－Ｎ－芳香族第三ヘテロアルキルアミンおよびそれらの薬学的に
許容しうる形から成り、式中、
ｎXVは、１～２より選択される整数であり；
ＡXVおよびＱXVは、独立して、－ＣＨ2（ＣＲXV-37ＲXV-38）vXV－（ＣＲXV-33ＲXV-34）

uXV－ＴXV－（ＣＲXV-35ＲXV-36）wXV－Ｈ、
【０２２７】
【化５７】
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【０２２８】
から成る群より選択され、但し、ＡXVおよびＱXVの内一つは、ＡＱ－１であるべきであり
、ＡXVおよびＱXVの内一つは、ＡＱ－２および－ＣＨ2（ＣＲXV-37ＲXV-38）vXV－（ＣＲ

XV-33ＲXV-34）uXV－ＴXV－（ＣＲXV-35ＲXV-36）wXV－Ｈから成る群より選択されるべき
であるということを条件とし；
ＴXVは、共有単結合、Ｏ、Ｓ、Ｓ（Ｏ）、Ｓ（Ｏ）2、Ｃ（ＲXV-33）＝Ｃ（ＲXV-35）お
よびＣ≡Ｃから成る群より選択され；

vXVは、０～１より選択される整数であり、但し、ＲXV-33、ＲXV-34、ＲXV-35およびＲXV

-36の内いずれか一つがアリールまたはヘテロアリールである場合、vXVは１であるという
ことを条件とし；

uXVおよびwXVは、０～６より独立して選択される整数であり；
ＡXV-1はＣ（ＲXV-30）であり；
ＤXV-1、ＤXV-2、ＪXV-1、ＪXV-2およびＫXV-1は、独立して、Ｃ、Ｎ、Ｏ、Ｓおよび共有
結合から成る群より選択され、但し、ＤXV-1、ＤXV-2、ＪXV-1、ＪXV-2およびＫXV-1の内
一つしか共有結合ではなく、ＤXV-1、ＤXV-2、ＪXV-1、ＪXV-2およびＫXV-1の内一つしか
Ｏではなく、ＤXV-1、ＤXV-2、ＪXV-1、ＪXV-2およびＫXV-1の内一つしかＳではなく、Ｄ

XV-1、ＤXV-2、ＪXV-1、ＪXV-2およびＫXV-1の内二つがＯおよびＳである場合、ＤXV-1、
ＤXV-2、ＪXV-1、ＪXV-2およびＫXV-1の内一つは共有結合であるべきであり、そしてＤXV
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-1、ＤXV-2、ＪXV-1、ＪXV-2およびＫXV-1の内４個までしかＮではないということを条件
とし；
ＢXV-1、ＢXV-2、ＤXV-3、ＤXV-4、ＪXV-3、ＪXV-4およびＫXV-2は、独立して、Ｃ、Ｃ（
ＲXV-30）、Ｎ、Ｏ、Ｓおよび共有結合から成る群より選択され、但し、ＢXV-1、ＢXV-2

、ＤXV-3、ＤXV-4、ＪXV-3、ＪXV-4およびＫXV-2の内５個までしか共有結合ではなく、Ｂ

XV-1、ＢXV-2、ＤXV-3、ＤXV-4、ＪXV-3、ＪXV-4およびＫXV-2の内２個までしかＯではな
く、ＢXV-1、ＢXV-2、ＤXV-3、ＤXV-4、ＪXV-3、ＪXV-4およびＫXV-2の内２個までしかＳ
ではなく、ＢXV-1、ＢXV-2、ＤXV-3、ＤXV-4、ＪXV-3、ＪXV-4およびＫXV-2の内２個まで
しか、同時にＯおよびＳではなく、そしてＢXV-1、ＢXV-2、ＤXV-3、ＤXV-4、ＪXV-3、Ｊ

XV-4およびＫXV-2の内２個までしかＮではないということを条件とし；
ＢXV-1およびＤXV-3、ＤXV-3およびＪXV-3、ＪXV-3およびＫXV-2、ＫXV-2およびＪXV-4、
およびＪXV-4およびＤXV-4、およびＤXV-4およびＢXV-2は、独立して、環内スペーサー対
を形成するように選択され、ここにおいて、このスペーサー対は、Ｃ（ＲXV-33）＝Ｃ（
ＲXV-35）およびＮ＝Ｎから成る群より選択され、但し、ＡＱ－２は、少なくとも５個連
続したメンバーの環であるべきであるということ、これらスペーサー対の群の内二つまで
しか同時にＣ（ＲXV-33）＝Ｃ（ＲXV-35）ではないということ、そして他のスペーサー対
がＣ（ＲXV-33）＝Ｃ（ＲXV-35）、Ｏ、ＮおよびＳ以外でなければ、これらスペーサー対
の群の内一つしかＮ＝Ｎであることができないということを条件とし；
ＲXV-1は、ハロアルキルおよびハロアルコキシメチルから成る群より選択され；
ＲXV-2は、ヒドリド、アリール、アルキル、アルケニル、ハロアルキル、ハロアルコキシ
、ハロアルコキシアルキル、ペルハロアリール、ペルハロアルアルキル、ペルハロアリー
ルオキシアルキルおよびヘテロアリールから成る群より選択され；
ＲXV-3は、ヒドリド、アリール、アルキル、アルケニル、ハロアルキルおよびハロアルコ
キシアルキルから成る群より選択され；
ＹXVは、共有単結合、（ＣＨ）q（式中、ｑは１～２より選択される整数である）および
（ＣＨ2）j－Ｏ－（ＣＨ2）k（式中、ｊおよびｋは、０～１より独立して選択される整数
である）から成る群より選択され；
ＺXVは、共有単結合、（ＣＨ）q（式中、ｑは１～２より選択される整数である）および
（ＣＨ2）j－Ｏ－（ＣＨ2）k（式中、ｊおよびｋは、０～１より独立して選択される整数
である）から成る群より選択され；
ＲXV-4、ＲXV-8、ＲXV-9およびＲXV-13は、独立して、ヒドリド、ハロ、ハロアルキルお
よびアルキルから成る群より選択され；
ＲXV-30は、ヒドリド、アルコキシ、アルコキシアルキル、ハロ、ハロアルキル、アルキ
ルアミノ、アルキルチオ、アルキルチオアルキル、アルキル、アルケニル、ハロアルコキ
シおよびハロアルコキシアルキルから成る群より選択され、但し、ＲXV-30は、炭素の四
価の性質、窒素の三価の性質、硫黄の二価の性質および酸素の二価の性質を維持するよう
に選択されるということを条件とし；
ＲXV-30は、ＡXV-1に結合した場合、一緒になって、ＲXV-10、ＲXV-11、ＲXV-12、ＲXV-3

1およびＲXV-32から成る群より選択される基の結合点へのＲXV-30の結合点においてＡXV-

1－炭素を連結する環内直鎖状スペーサーを形成し、ここにおいて、この環内直鎖状スペ
ーサーは、３～１０個連続したメンバーを有するシクロアルキル、５～１０個連続したメ
ンバーを有するシクロアルケニル、および５～１０個連続したメンバーを有するヘテロシ
クリルから成る群より選択される環を形成するように１～６個連続した原子を有するスペ
ーサー残基および共有単結合から成る群より選択され；
ＲXV-30は、ＡXV-1に結合した場合、一緒になって、置換基対ＲXV-10およびＲXV-11、ＲX

V-10およびＲXV-31、ＲXV-10およびＲXV-32、ＲXV-10およびＲXV-12、ＲXV-11およびＲXV

-31、ＲXV-11およびＲXV-32、ＲXV-11およびＲXV-12、ＲXV-31およびＲXV-32、ＲXV-31お
よびＲXV-12、およびＲXV-32およびＲXV-12から成る群より選択される置換基対のいずれ
か一つの各メンバーの結合点へのＲXV-30の結合点においてＡXV-1－炭素を連結する環内
分岐状スペーサーを形成し、ここにおいて、この環内分岐状スペーサーは、３～１０個連
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続したメンバーを有するシクロアルキル、５～１０個連続したメンバーを有するシクロア
ルケニル、および５～１０個連続したメンバーを有するヘテロシクリルから成る群より選
択される２個の環を形成するように選択され；
ＲXV-4、ＲXV-5、ＲXV-6、ＲXV-7、ＲXV-8、ＲXV-9、ＲXV-10、ＲXV-11、ＲXV-12、ＲXV-

13、ＲXV-31、ＲXV-32、ＲXV-33、ＲXV-34、ＲXV-35およびＲXV-36は、独立して、ヒドリ
ド、カルボキシ、ヘテロアルアルキルチオ、ヘテロアルアルコキシ、シクロアルキルアミ
ノ、アシルアルキル、アシルアルコキシ、アロイルアルコキシ、ヘテロシクリルオキシ、
アルアルキルアリール、アルアルキル、アルアルケニル、アルアルキニル、ヘテロシクリ
ル、ペルハロアルアルキル、アルアルキルスルホニル、アルアルキルスルホニルアルキル
、アルアルキルスルフィニル、アルアルキルスルフィニルアルキル、ハロシクロアルキル
、ハロシクロアルケニル、シクロアルキルスルフィニル、シクロアルキルスルフィニルア
ルキル、シクロアルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニルアルキル、ヘテロアリー
ルアミノ、Ｎ－ヘテロアリールアミノ－Ｎ－アルキルアミノ、ヘテロアリールアミノアル
キル、ハロアルキルチオ、アルカノイルオキシ、アルコキシ、アルコキシアルキル、ハロ
アルコキシアルキル、ヘテロアルアルコキシ、シクロアルコキシ、シクロアルケニルオキ
シ、シクロアルコキシアルキル、シクロアルキルアルコキシ、シクロアルケニルオキシア
ルキル、シクロアルキレンジオキシ、ハロシクロアルコキシ、ハロシクロアルコキシアル
キル、ハロシクロアルケニルオキシ、ハロシクロアルケニルオキシアルキル、ヒドロキシ
、アミノ、チオ、ニトロ、低級アルキルアミノ、アルキルチオ、アルキルチオアルキル、
アリールアミノ、アルアルキルアミノ、アリールチオ、アリールチオアルキル、ヘテロア
ルアルコキシアルキル、アルキルスルフィニル、アルキルスルフィニルアルキル、アリー
ルスルフィニルアルキル、アリールスルホニルアルキル、ヘテロアリールスルフィニルア
ルキル、ヘテロアリールスルホニルアルキル、アルキルスルホニル、アルキルスルホニル
アルキル、ハロアルキルスルフィニルアルキル、ハロアルキルスルホニルアルキル、アル
キルスルホンアミド、アルキルアミノスルホニル、アミドスルホニル、モノアルキルアミ
ドスルホニル、ジアルキルアミドスルホニル、モノアリールアミドスルホニル、アリール
スルホンアミド、ジアリールアミドスルホニル、モノアルキルモノアリールアミドスルホ
ニル、アリールスルフィニル、アリールスルホニル、ヘテロアリールチオ、ヘテロアリー
ルスルフィニル、ヘテロアリールスルホニル、ヘテロシクリルスルホニル、ヘテロシクリ
ルチオ、アルカノイル、アルケノイル、アロイル、ヘテロアロイル、アルアルカノイル、
ヘテロアルアルカノイル、ハロアルカノイル、アルキル、アルケニル、アルキニル、アル
ケニルオキシ、アルケニルオキシアルキル、アルキレンジオキシ、ハロアルキレンジオキ
シ、シクロアルキル、シクロアルキルアルカノイル、シクロアルケニル、低級シクロアル
キルアルキル、低級シクロアルケニルアルキル、ハロ、ハロアルキル、ハロアルケニル、
ハロアルコキシ、ヒドロキシハロアルキル、ヒドロキシアルアルキル、ヒドロキシアルキ
ル、ヒドロキシヘテロアルアルキル、ハロアルコキシアルキル、アリール、ヘテロアルア
ルキニル、アリールオキシ、アルアルコキシ、アリールオキシアルキル、飽和ヘテロシク
リル、部分飽和ヘテロシクリル、ヘテロアリール、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリー
ルオキシアルキル、アリールアルケニル、ヘテロアリールアルケニル、カルボキシアルキ
ル、カルボアルコキシ、アルコキシカルボキサミド、アルキルアミドカルボニルアミド、
アリールアミドカルボニルアミド、カルボアルコキシアルキル、カルボアルコキシアルケ
ニル、カルボアルアルコキシ、カルボキサミド、カルボキサミドアルキル、シアノ、カル
ボハロアルコキシ、ホスホノ、ホスホノアルキル、ジアルアルコキシホスホノおよびジア
ルアルコキシホスホノアルキルから成る群より選択され、但し、ＲXV-4、ＲXV-5、ＲXV-6

、ＲXV-7、ＲXV-8、ＲXV-9、ＲXV-10、ＲXV-11、ＲXV-12、ＲXV-13、ＲXV-31、ＲXV-32、
ＲXV-33、ＲXV-34、ＲXV-35およびＲXV-36は、それぞれ独立して、炭素の四価の性質、窒
素の三価の性質、硫黄の二価の性質および酸素の二価の性質を維持するように選択される
ということ、置換基ＲXV-33およびＲXV-34の内３個までしか、ヒドリドおよびハロから成
る群以外より同時に選択されないということ、および置換基ＲXV-35およびＲXV-36の内３
個までしか、ヒドリドおよびハロから成る群以外より同時に選択されないいうことを条件
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とし；
ＲXV-9、ＲXV-10、ＲXV-11、ＲXV-12、ＲXV-13、ＲXV-31およびＲXV-32は、独立して、オ
キソであるように選択され、但し、ＢXV-1、ＢXV-2、ＤXV-3、ＤXV-4、ＪXV-3、ＪXV-4お
よびＫXV-2は、独立して、ＣおよびＳから成る群より選択されるということ、ＲXV-9、Ｒ

XV-10、ＲXV-11、ＲXV-12、ＲXV-13、ＲXV-31およびＲXV-32の内２個までしか、同時にオ
キソではないということ、およびＲXV-9、ＲXV-10、ＲXV-11、ＲXV-12、ＲXV-13、ＲXV-3

1およびＲXV-32は、それぞれ独立して、炭素の四価の性質、窒素の三価の性質、硫黄の二
価の性質および酸素の二価の性質を維持するように選択されるということを条件とし；
ＲXV-4およびＲXV-5、ＲXV-5およびＲXV-6、ＲXV-6およびＲXV-7、ＲXV-7およびＲXV-8、
ＲXV-9およびＲXV-10、ＲXV-10およびＲXV-11、ＲXV-11およびＲXV-31、ＲXV-31およびＲ

XV-32、ＲXV-32およびＲXV-12、およびＲXV-12およびＲXV-13は、独立して、スペーサー
対を形成するように選択され、ここにおいて、スペーサー対は、一緒になって、５～８個
連続したメンバーを有するシクロアルケニル環、５～８個連続したメンバーを有する部分
飽和ヘテロシクリル環、５～６個連続したメンバーを有するヘテロアリール環およびアリ
ールから成る群より選択される環を形成するようにこれらスペーサー対メンバーの結合点
を連結している３～６個連続した原子を有する直鎖状残基を形成し、但し、スペーサー対
ＲXV-4およびＲXV-5、ＲXV-5およびＲXV-6、ＲXV-6およびＲXV-7、ＲXV-7およびＲXV-8か
ら成る群の一つしか同時に用いられないということ、およびスペーサー対ＲXV-9およびＲ

XV-10、ＲXV-10およびＲXV-11、ＲXV-11およびＲXV-31、ＲXIV-31およびＲXIV-32、ＲXV-

32およびＲXV-12、およびＲXV-12およびＲXV-13から成る群の一つしか同時に用いられな
いということを条件とし；
ＲXV-9およびＲXV-11、ＲXV-9およびＲXV-12、ＲXV-9およびＲXV-13、ＲXV-9およびＲXV-

31、ＲXV-9およびＲXV-32、ＲXV-10およびＲXV-12、ＲXV-10およびＲXV-13、ＲXV-10およ
びＲXV-31、ＲXV-10およびＲXV-32、ＲXV-11およびＲXV-12、ＲXV-11およびＲXV-13、ＲX

V-11およびＲXV-32、ＲXV-12およびＲXV-31、ＲXV-13およびＲXV-31、およびＲXV-13およ
びＲXV-32は、独立して、スペーサー対を形成するように選択され、ここにおいて、この
スペーサー対は、一緒になって、３～８個連続したメンバーを有するシクロアルキル、５
～８個連続したメンバーを有するシクロアルケニル、５～８個連続したメンバーを有する
飽和ヘテロシクリル、および５～８個連続したメンバーを有する部分飽和ヘテロシクリル
から成る群より選択される環を形成するように１～３個連続した原子を有する残基および
共有単結合から成る群より選択される直鎖状スペーサー残基を形成し、但し、スペーサー
対のこの群の一つしか同時に用いられないということを条件とし；ＲXV-37およびＲXV-38

は、独立して、ヒドリド、アルコキシ、アルコキシアルキル、ヒドロキシ、アミノ、チオ
、ハロ、ハロアルキル、アルキルアミノ、アルキルチオ、アルキルチオアルキル、シアノ
、アルキル、アルケニル、ハロアルコキシおよびハロアルコキシアルキルから成る群より
選択される。
【０２２９】
式XVの化合物およびそれらの製造方法は、全ての目的についてそのまま本明細書中に参照
により取り込まれるＰＣＴ公開第ＷＯ００／１８７２３号に開示されている。
【０２３０】
好ましい態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、次の式XVの化合物より選択される。
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］（シクロヘキシルメチル
）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］（シクロペンチルメチル
）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］（シクロプロピルメチル
）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［（３－トリフルオロメ
チル）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
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３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［（３－ペンタフルオロ
エチル）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［（３－トリフルオロメ
トキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，
２－テトラフルオロエトキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］（シクロヘキシルメチ
ル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］（シクロペンチルメチ
ル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］（シクロプロピルメチ
ル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［（３－トリフルオロ
メチル）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［（３－ペンタフルオ
ロエチル）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［（３－トリフルオロ
メトキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２
，２－テトラフルオロエトキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］（シクロヘキシルメチル）アミ
ノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］（シクロペンチルメチル）アミ
ノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］（シクロプロピルメチル）アミ
ノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［（３－トリフルオロメチル）
シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［（３－ペンタフルオロエチル
）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［（３－トリフルオロメトキシ
）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テ
トラフルオロエトキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］（シクロヘキシルメチル）アミ
ノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］（シクロペンチルメチル）アミ
ノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］（シクロプロピルメチル）アミ
ノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［（３－トリフルオロメチル）
シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
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３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［（３－ペンタフルオロエチル
）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［（３－トリフルオロメトキシ
）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テ
トラフルオロエトキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］（シクロヘキシルメチル）アミノ］
－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］（シクロペンチルメチル）アミノ］
－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］（シクロプロピルメチル）アミノ］
－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［（３－トリフルオロメチル）シク
ロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［（３－ペンタフルオロエチル）シ
クロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［（３－トリフルオロメトキシ）シ
クロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テトラ
フルオロエトキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシベンジルオキシ）フェニル］（シクロヘキシル
メチル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；３－［［３－（３－
トリフルオロメトキシベンジルオキシ）フェニル］（シクロペンチルメチル）アミノ］－
１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；３－［［３－（３－トリフルオロメトキ
シベンジルオキシ）フェニル］（シクロプロピルメチル）アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；３－［［３－（３－トリフルオロメトキシベンジルオキシ）
フェニル］［（３－トリフルオロメチル）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１
－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシベンジルオキシ）フェニル］［（３－ペンタフ
ルオロエチル）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシベンジルオキシ）フェニル］［（３－トリフル
オロメトキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメトキシベンジルオキシ）フェニル］［［３－（１，１
，２，２－テトラフルオロエトキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメチルベンジルオキシ）フェニル］（シクロヘキシルメ
チル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメチルベンジルオキシ）フェニル］（シクロペンチルメ
チル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメチルベンジルオキシ）フェニル］（シクロプロピルメ
チル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメチルベンジルオキシ）フェニル］［（３－トリフルオ
ロメチル）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
３－［［３－（３－トリフルオロメチルベンジルオキシ）フェニル］［（３－ペンタフル
オロエチル）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
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ノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメチルベンジルオキシ）フェニル］［（３－トリフルオ
ロメトキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［３－（３－トリフルオロメチルベンジルオキシ）フェニル］［［３－（１，１，
２，２－テトラフルオロエトキシ）シクロヘキシルメチル］アミノ］－１，１，１－トリ
フルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメチル）フェニル］メチル］（シクロヘキシル）アミノ］
－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］（シクロヘキシル）アミノ
］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメトキシ）フェニル］メチル］（シクロヘキシル）アミノ
］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］（シク
ロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメチル）フェニル］メチル］（４－メチルシクロヘキシル
）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］（４－メチルシクロヘキシ
ル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメトキシ）フェニル］メチル］（４－メチルシクロヘキシ
ル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］（４－
メチルシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメチル）フェニル］メチル］（３－トリフルオロメチルシ
クロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］（３－トリフルオロメチル
シクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメトキシ）フェニル］メチル］（３－トリフルオロメチル
シクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］（３－
トリフルオロメチルシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［［（３－トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－（４－クロロ－３－エ
チルフェノキシ）シクロヘキシル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
３－［［［（３－ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－（４－クロロ－３－
エチルフェノキシ）シクロヘキシル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［［（３－トリフルオロメトキシ）フェニル］メチル］［３－（４－クロロ－３－
メチルフェノキシ）シクロヘキシル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］［３－
（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）シクロヘキシル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメチル）フェニル］メチル］（３－フェノキシシクロヘキ
シル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］（３－フェノキシシクロヘ
キシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；３－［［［（３－ト
リフルオロメトキシ）フェニル］メチル］（３－フェノキシシクロヘキシル）アミノ］－
１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；３－［［［３－（１，１，２，２－テト
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ラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］（３－フェノキシシクロヘキシル）アミノ］－
１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメチル）フェニル］メチル］（３－イソプロポキシシクロ
ヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］（３－イソプロポキシシク
ロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメトキシ）フェニル］メチル］（３－イソプロポキシシク
ロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］（３－
イソプロポキシシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
３－［［［（３－トリフルオロメチル）フェニル］メチル］（３－シクロペンチルオキシ
シクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］（３－シクロペンチルオキ
シシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメトキシ）フェニル］メチル］（３－シクロペンチルオキ
シシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］（３－
シクロペンチルオキシシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
３－［［［（２－トリフルオロメチル）ピリド－６－イル］メチル］（３－イソプロポキ
シシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（２－トリフルオロメチル）ピリド－６－イル］メチル］（３－シクロペンチ
ルオキシシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（２－トリフルオロメチル）ピリド－６－イル］メチル］（３－フェノキシシ
クロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（２－トリフルオロメチル）ピリド－６－イル］メチル］（３－トリフルオロ
メチルシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（２－トリフルオロメチル）ピリド－６－イル］メチル］［３－（４－クロロ
－３－エチルフェノキシ）シクロヘキシル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
３－［［［（２－トリフルオロメチル）ピリド－６－イル］メチル］［３－（１，１，２
，２－テトラフルオロエトキシ）シクロヘキシル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［［（２－トリフルオロメチル）ピリド－６－イル］メチル］（３－ペンタフルオ
ロエチルシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（２－トリフルオロメチル）ピリド－６－イル］メチル］（３－トリフルオロ
メトキシシクロヘキシル）アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－（４－クロロ－３－エ
チルフェノキシ）プロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－（４－クロロ－３－
エチルフェノキシ）プロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
３－［［［（３－トリフルオロメトキシ）フェニル］メチル］［３－（４－クロロ－３－
エチルフェノキシ）プロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］［３－
（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）プロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－（４－クロロ－３－エ
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チルフェノキシ）－２，２－ジフルオロプロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
３－［［［（３－ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－（４－クロロ－３－
エチルフェノキシ）－２，２－ジフルオロプロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメトキシ）フェニル］メチル］［３－（４－クロロ－３－
エチルフェノキシ）－２，２－ジフルオロプロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］［３－
（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）－２，２－ジフルオロプロピル］アミノ］－１，
１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［３－（イソプロポキシ）プ
ロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；３－［［［（３－ペ
ンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－（イソプロポキシ）プロピル］アミノ］
－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［（３－トリフルオロメトキシ）フェニル］メチル］［３－（イソプロポキシ）
プロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］［３－
（イソプロポキシ）プロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；および
３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］［３－
（フェノキシ）プロピル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール。
【０２３１】
本発明によって有用であるＣＥＴＰ阻害剤のもう一つの種類は、式XVI
【０２３２】
【化５８】

【０２３３】
を有する（Ｒ）－キラルハロゲン化１－置換アミノ－（ｎ＋１）－アルカノールおよびそ
れらの薬学的に許容しうる形から成り、式中、
ｎXVIは、１～４より選択される整数であり；
ＸXVIはオキシであり；
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ＲXVI-1は、ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロアルコキシメチルおよびハロアルケニ
ルオキシメチルから成る群より選択され、但し、ＲXVI-1は、ＲXVI-2および（ＣＨＲXVI-

3）n－Ｎ（ＡXVI）ＱXVI（式中、ＡXVIは式XVI－（II）であり、Ｑは式XVI－（III）であ
る）のどちらよりも高順位のカーン・インゴルド・プレローグ（Cahn-Ingold-Prelog）立
体化学系を有するということを条件とし；
【０２３４】
【化５９】

【０２３５】
ＲXVI-16は、ヒドリド、アルキル、アシル、アロイル、ヘテロアロイル、トリアルキルシ
リル、およびスペーサーであって、５～１０個連続したメンバーを有するヘテロシクリル
環を形成するように、ＲXVI-4、ＲXVI-8、ＲXVI-9およびＲXVI-13から成る群より選択さ
れる任意の芳香族置換基の結合点に連結した１～４個の原子の鎖長を有する直鎖状残基お
よび共有単結合から成る群より選択されるものから成る群より選択され；
ＤXVI-1、ＤXVI-2、ＪXVI-1、ＪXVI-2およびＫXVI-1は、独立して、Ｃ、Ｎ、Ｏ、Ｓおよ
び共有結合から成る群より選択され、但し、ＤXVI-1、ＤXVI-2、ＪXVI-1、ＪXVI-2および
ＫXVI-1の内一つしか共有結合ではなく、ＤXVI-1、ＤXVI-2、ＪXVI-1、ＪXVI-2およびＫX

VI-1の内一つしかＯではなく、ＤXVI-1、ＤXVI-2、ＪXVI-1、ＪXVI-2およびＫXVI-1の内
一つしかＳではなく、ＤXVI-1、ＤXVI-2、ＪXVI-1、ＪXVI-2およびＫXVI-1の内二つがＯ
およびＳである場合、ＤXVI-1、ＤXVI-2、ＪXVI-1、ＪXVI-2およびＫXVI-1の内一つは共
有結合であるべきであり、そしてＤXVI-1、ＤXVI-2、ＪXVI-1、ＪXVI-2およびＫXVI-1の
内４個までしかＮではないということを条件とし；
ＤXVI-3、ＤXVI-4、ＪXVI-3、ＪXVI-4およびＫXVI-2は、独立して、Ｃ、Ｎ、Ｏ、Ｓおよ
び共有結合から成る群より選択され、但し、一つしか共有結合ではなく、ＤXVI-3、ＤXVI

-4、ＪXVI-3、ＪXVI-4およびＫXVI-2の内一つしかＯではなく、ＤXVI-3、ＤXVI-4、ＪXVI

-3、ＪXVI-4およびＫXVI-2の内一つしかＳではなく、ＤXVI-3、ＤXVI-4、ＪXVI-3、ＪXVI

-4およびＫXVI-2の内２個までしかＯおよびＳではなく、ＤXVI-3、ＤXVI-4、ＪXVI-3、Ｊ

XVI-4およびＫXVI-2の内二つがＯおよびＳである場合、ＤXVI-3、ＤXVI-4、ＪXVI-3、ＪX

VI-4およびＫXVI-2の内一つは共有結合であるべきであり、そしてＤXVI-3、ＤXVI-4、ＪX

VI-3、ＪXVI-4およびＫXVI-2の内４個までしかＮではないということを条件とし；
ＲXVI-2は、ヒドリド、アリール、アルアルキル、アルキル、アルケニル、アルケニルオ
キシアルキル、ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロシクロアルキル、ハロアルコキシ、
ハロアルコキシアルキル、ハロアルケニルオキシアルキル、ハロシクロアルコキシ、ハロ
シクロアルコキシアルキル、ペルハロアリール、ペルハロアルアルキル、ペルハロアリー
ルオキシアルキル、ヘテロアリール、ジシアノアルキルおよびカルボアルコキシシアノア
ルキルから成る群より選択され、但し、ＲXVI-2は、ＲXVI-1および（ＣＨＲXVI-3）n－Ｎ
（ＡXVI）ＱXVIのどちらよりも低いカーン・インゴルド・プレローグ系順位を有するとい
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うことを条件とし；
ＲXVI-3は、ヒドリド、ヒドロキシ、シアノ、アリール、アルアルキル、アシル、アルコ
キシ、アルキル、アルケニル、アルコキシアルキル、ヘテロアリール、アルケニルオキシ
アルキル、ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロアルコキシ、ハロアルコキシアルキル、
ハロアルケニルオキシアルキル、モノシアノアルキル、ジシアノアルキル、カルボキサミ
ドおよびカルボキサミドアルキルから成る群より選択され、但し、（ＣＨＲXVI-3）n－Ｎ
（ＡXVI）ＱXVIは、ＲXVI-1より低いカーン・インゴルド・プレローグ立体化学系順位お
よびＲXVI-2より高いカーン・インゴルド・プレローグ立体化学系順位を有するというこ
とを条件とし；ＹXVIは、共有単結合、（Ｃ（ＲXVI-14）2）q（式中、ｑは１および２よ
り選択される整数である）および（ＣＨ（ＲXVI-14））g－ＷXVI－（ＣＨ（ＲXVI-14））

p（式中、ｇおよびｐは、０および１より独立して選択される整数である）から成る群よ
り選択され；
ＲXVI-14は、ヒドリド、ヒドロキシ、シアノ、ヒドロキシアルキル、アシル、アルコキシ
、アルキル、アルケニル、アルキニル、アルコキシアルキル、ハロアルキル、ハロアルケ
ニル、ハロアルコキシ、ハロアルコキシアルキル、ハロアルケニルオキシアルキル、モノ
カルボアルコキシアルキル、モノシアノアルキル、ジシアノアルキル、カルボアルコキシ
シアノアルキル、カルボアルコキシ、カルボキサミドおよびカルボキサミドアルキルから
成る群より選択され；
ＺXVIは、共有単結合、（Ｃ（ＲXVI-15）2）q（式中、ｑは１および２より選択される整
数である）および（ＣＨ（ＲXVI-15））j－ＷXVI－（ＣＨ（ＲXVI-15））k（式中、ｊお
よびｋは、０および１より独立して選択される整数である）から成る群より選択され；
ＷXVIは、Ｏ、Ｃ（Ｏ）、Ｃ（Ｓ）、Ｃ（Ｏ）Ｎ（ＲXVI-14）、Ｃ（Ｓ）Ｎ（ＲXVI-14）
、（ＲXVI-14）ＮＣ（Ｏ）、（ＲXVI-14）ＮＣ（Ｓ）、Ｓ、Ｓ（Ｏ）、Ｓ（Ｏ）2、Ｓ（
Ｏ）2Ｎ（ＲXVI-14）、（ＲXVI-14）ＮＳ（Ｏ）2およびＮ（ＲXVI-14）から成る群より選
択され、但し、ＲXVI-14はシアノ以外であるということを条件とし；
ＲXVI-15は、ヒドリド、シアノ、ヒドロキシアルキル、アシル、アルコキシ、アルキル、
アルケニル、アルキニル、アルコキシアルキル、ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロア
ルコキシ、ハロアルコキシアルキル、ハロアルケニルオキシアルキル、モノカルボアルコ
キシアルキル、モノシアノアルキル、ジシアノアルキル、カルボアルコキシシアノアルキ
ル、カルボアルコキシ、カルボキサミドおよびカルボキサミドアルキルから成る群より選
択され；
ＲXVI-4、ＲXVI-5、ＲXVI-6、ＲXVI-7、ＲXVI-8、ＲXVI-9、ＲXVI-10、ＲXVI-11、ＲXVI-

12およびＲXVI-13は、独立して、ヒドリド、カルボキシ、ヘテロアルアルキルチオ、ヘテ
ロアルアルコキシ、シクロアルキルアミノ、アシルアルキル、アシルアルコキシ、アロイ
ルアルコキシ、ヘテロシクリルオキシ、アルアルキルアリール、アルアルキル、アルアル
ケニル、アルアルキニル、ヘテロシクリル、ペルハロアルアルキル、アルアルキルスルホ
ニル、アルアルキルスルホニルアルキル、アルアルキルスルフィニル、アルアルキルスル
フィニルアルキル、ハロシクロアルキル、ハロシクロアルケニル、シクロアルキルスルフ
ィニル、シクロアルキルスルフィニルアルキル、シクロアルキルスルホニル、シクロアル
キルスルホニルアルキル、ヘテロアリールアミノ、Ｎ－ヘテロアリールアミノ－Ｎ－アル
キルアミノ、ヘテロアルアルキル、ヘテロアリールアミノアルキル、ハロアルキルチオ、
アルカノイルオキシ、アルコキシ、アルコキシアルキル、ハロアルコキシアルキル、ヘテ
ロアルアルコキシ、シクロアルコキシ、シクロアルケニルオキシ、シクロアルコキシアル
キル、シクロアルキルアルコキシ、シクロアルケニルオキシアルキル、シクロアルキレン
ジオキシ、ハロシクロアルコキシ、ハロシクロアルコキシアルキル、ハロシクロアルケニ
ルオキシ、ハロシクロアルケニルオキシアルキル、ヒドロキシ、アミノ、チオ、ニトロ、
低級アルキルアミノ、アルキルチオ、アルキルチオアルキル、アリールアミノ、アルアル
キルアミノ、アリールチオ、アリールチオアルキル、ヘテロアルアルコキシアルキル、ア
ルキルスルフィニル、アルキルスルフィニルアルキル、アリールスルフィニルアルキル、
アリールスルホニルアルキル、ヘテロアリールスルフィニルアルキル、ヘテロアリールス
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ルホニルアルキル、アルキルスルホニル、アルキルスルホニルアルキル、ハロアルキルス
ルフィニルアルキル、ハロアルキルスルホニルアルキル、アルキルスルホンアミド、アル
キルアミノスルホニル、アミドスルホニル、モノアルキルアミドスルホニル、ジアルキル
、アミドスルホニル、モノアリールアミドスルホニル、アリールスルホンアミド、ジアリ
ールアミドスルホニル、モノアルキルモノアリールアミドスルホニル、アリールスルフィ
ニル、アリールスルホニル、ヘテロアリールチオ、ヘテロアリールスルフィニル、ヘテロ
アリールスルホニル、ヘテロシクリルスルホニル、ヘテロシクリルチオ、アルカノイル、
アルケノイル、アロイル、ヘテロアロイル、アルアルカノイル、ヘテロアルアルカノイル
、ハロアルカノイル、アルキル、アルケニル、アルキニル、アルケニルオキシ、アルケニ
ルオキシアルキル、アルキレンジオキシ、ハロアルキレンジオキシ、シクロアルキル、シ
クロアルキルアルカノイル、シクロアルケニル、低級シクロアルキルアルキル、低級シク
ロアルケニルアルキル、ハロ、ハロアルキル、ハロアルケニル、ハロアルコキシ、ヒドロ
キシハロアルキル、ヒドロキシアルアルキル、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシヘテロア
ルアルキル、ハロアルコキシアルキル、アリール、ヘテロアルアルキニル、アリールオキ
シ、アルアルコキシ、アリールオキシアルキル、飽和ヘテロシクリル、部分飽和ヘテロシ
クリル、ヘテロアリール、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールオキシアルキル、アリ
ールアルケニル、ヘテロアリールアルケニル、カルボキシアルキル、カルボアルコキシ、
アルコキシカルボキサミド、アルキルアミドカルボニルアミド、アリールアミドカルボニ
ルアミド、カルボアルコキシアルキル、カルボアルコキシアルケニル、カルボアルアルコ
キシ、カルボキサミド、カルボキサミドアルキル、シアノ、カルボハロアルコキシ、ホス
ホノ、ホスホノアルキル、ジアルアルコキシホスホノおよびジアルアルコキシホスホノア
ルキルから成る群より選択され、但し、ＲXVI-4、ＲXVI-5、ＲXVI-6、ＲXVI-7、ＲXVI-8

、ＲXVI-9、ＲXVI-10、ＲXVI-11、ＲXVI-12およびＲXVI-13は、それぞれ独立して、炭素
の四価の性質、窒素の三価の性質、硫黄の二価の性質および酸素の二価の性質を維持する
ように選択されるということを条件とし；
ＲXVI-4およびＲXVI-5、ＲXVI-5およびＲXVI-6、ＲXVI-6およびＲXVI-7、ＲXVI-7および
ＲXVI-8、ＲXVI-9およびＲXVI-10、ＲXVI-10およびＲXVI-11、ＲXVI-11およびＲXVI-12、
およびＲXVI-12およびＲXVI-13は、独立して、スペーサー対を形成するように選択され、
ここにおいて、スペーサー対は、一緒になって、５～８個連続したメンバーを有するシク
ロアルケニル環、５～８個連続したメンバーを有する部分飽和ヘテロシクリル環、５～６
個連続したメンバーを有するヘテロアリール環およびアリールから成る群より選択される
環を形成するようにこれらスペーサー対メンバーの結合点を連結している３～６個連続し
た原子を有する直鎖状残基を形成し、但し、スペーサー対ＲXVI-4およびＲXVI-5、ＲXVI-

5およびＲXVI-6、ＲXVI-6およびＲXVI-7、およびＲXVI-7およびＲXVI-8から成る群の一つ
しか同時に用いられないということ、およびスペーサー対ＲXVI-9およびＲXVI-10、ＲXVI

-10およびＲXVI-11、ＲXVI-11およびＲXVI-12、およびＲXVI-12およびＲXVI-13から成る
群の一つしか同時に用いることができないということを条件とし；
ＲXVI-4およびＲXVI-9、ＲXVI-4およびＲXVI-13、ＲXVI-8およびＲXVI-9、およびＲXVI-8

およびＲXVI-13は、独立して、スペーサー対を形成するように選択され、ここにおいて、
このスペーサー対は、一緒になって、直鎖状残基であって、５～８個連続したメンバーを
有する部分飽和ヘテロシクリルおよび５～６個連続したメンバーを有するヘテロアリール
から成る群より選択される環を形成する直鎖状残基を形成し、但し、スペーサー対ＲXVI-

4およびＲXVI-9、ＲXVI-4およびＲXVI-13、ＲXVI-8およびＲXVI-9、およびＲXVI-8および
ＲXVI-13から成る群の内一つしか同時に用いられないということを条件とする。
【０２３６】
式XVIの化合物およびそれらの製造方法は、全ての目的についてそのまま本明細書中に参
照により取り込まれるＰＣＴ公開第ＷＯ００／１８７２４号に開示されている。
【０２３７】
好ましい態様において、ＣＥＴＰ阻害剤は、次の式XVIの化合物より選択される。
（２Ｒ）－３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（
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１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，
２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－シクロプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１
，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－（２－フリル）フェノキシ）フェニル］［［３－（１，１
，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，
２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，
２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２
－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－フルオロ－５－ブロモフェノキシ）フェニル］［［３－（
１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１
，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェノキシ
］フェニル］［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］
アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；（２Ｒ）－３－［［３－［３
－（ペンタフルオロエチル）フェノキシ］フェニル］［［３－（１，１，２，２－テトラ
フルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３，５－ジメチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，
２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２
－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－ｔ－ブチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２
，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２
－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフトキシ）フェニル］
［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１
，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（フェノキシ）フェニル］［［３－（１，１，２，２－テトラフ
ルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
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（２Ｒ）－３－［［３－［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）フェノキシ］フェニル］［［
３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１
，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチ
ル］［３－［［３－（トリフルオロメトキシ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］
－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチ
ル］［３－［［３－（トリフルオロメチル）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－
１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチ
ル］［３－［［３，５－ジメチルフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１
－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチ
ル］［３－［［３－（トリフルオロメチルチオ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ
］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチ
ル］［３－［［３，５－ジフルオロフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，
１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチ
ル］［３－［シクロヘキシルメトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－ジフルオロメトキシ－４－ピリジルオキシ）フェニル］［
［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，
１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－トリフルオロメチル－４－ピリジルオキシ）フェニル］［
［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，
１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－ジフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（１
，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（３－トリフルオロメチルチオ）フェノキシ］フェニル］［［
３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１，１
，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－クロロ－３－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］
［［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］メチル］アミノ］－１
，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（
ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフ
ルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－シクロプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタ
フルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－（２－フリル）フェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタ
フルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフ
ルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
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ール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオ
ロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロ
エチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－フルオロ－５－ブロモフェノキシ）フェニル］［［３－（
ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペ
ンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェノキシ
］フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，
１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（ペンタフルオロエチル）フェノキシ］フェニル］［［３
－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３，５－ジメチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフ
ルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロ
エチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－ｔ－ブチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフル
オロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロ
エチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフトキシ）フェニル］
［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（フェノキシ）フェニル］［［３－（ペンタフルオロエチル）フ
ェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）フェノキシ］フェニル］［［
３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［［３－
（トリフルオロメトキシ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリ
フルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［［３－
（トリフルオロメチル）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［［３，
５－ジメチルフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［［３－
（トリフルオロメチルチオ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［［３，
５－ジフルオロフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
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２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］［３－［シクロ
ヘキシルメトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－ジフルオロメトキシ－４－ピリジルオキシ）フェニル］［
［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－トリフルオロメチル－４－ピリジルオキシ）フェニル］［
［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－ジフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（ペ
ンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（３－トリフルオロメチルチオ）フェノキシ］フェニル］［［
３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－クロロ－３－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］
［［３－（ペンタフルオロエチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（
ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフ
ルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－シクロプロピルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタ
フルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－（２－フリル）フェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタ
フルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロ
パノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフ
ルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオ
ロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロ
プロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－フルオロ－５－ブロモフェノキシ）フェニル］［［３－（
ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘ
プタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェノキシ
］フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１
，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（ペンタフルオロエチル）フェノキシ］フェニル］［［３
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－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３，５－ジメチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフ
ルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパ
ノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－エチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロ
プロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－ｔ－ブチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフル
オロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノ
ール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－メチルフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロ
プロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
（２Ｒ）－３－［［３－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフトキシ）フェニル］
［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（フェノキシ）フェニル］［［３－（ヘプタフルオロプロピル）
フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）フェノキシ］フェニル］［［
３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［［３
－（トリフルオロメトキシ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［［３
－（トリフルオロメチル）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリ
フルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［［３
，５－ジメチルフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［［３
－（トリフルオロメチルチオ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［［３
，５－ジフルオロフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］［３－［シク
ロヘキシルメトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノー
ル；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－ジフルオロメトキシ－４－ピリジルオキシ）フェニル］［
［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－トリフルオロメチル－４－ピリジルオキシ）フェニル］［
［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－ジフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［３－（ヘ
プタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（３－トリフルオロメチルチオ）フェノキシ］フェニル］［［
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３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオ
ロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－クロロ－３－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］
［［３－（ヘプタフルオロプロピル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［２－フ
ルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－
５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－シクロプロピルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ
－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－（２－フリル）フェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ
－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－
５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－
（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－メチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（
トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－フルオロ－５－ブロモフェノキシ）フェニル］［［２－フ
ルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［２－フル
オロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェノキシ
］フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ
］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（ペンタフルオロエチル）フェノキシ］フェニル］［［２
－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３，５－ジメチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－
５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－エチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（
トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－ｔ－ブチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５
－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－メチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（
トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
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（２Ｒ）－３－［［３－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフトキシ）フェニル］
［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，
１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（フェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－５－（トリフルオ
ロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）フェノキシ］フェニル］［［
２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［［３－（トリフルオロメトキシ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，
１，１－トリフルオロ－３－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［［３－（トリフルオロメチル）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１
，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［［３，５－ジメチルフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリ
フルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［［３－（トリフルオロメチルチオ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１
，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［［３，５－ジフルオロフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［シクロヘキシルメトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－ジフルオロメトキシ－４－ピリジルオキシ）フェニル］［
［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１
－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－トリフルオロメチル－４－ピリジルオキシ）フェニル］［
［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１
－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－ジフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［２－フル
オロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（３－トリフルオロメチルチオ）フェノキシ］フェニル］［［
２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－クロロ－３－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］
［［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，
１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－トリフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［２－フ
ルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－イソプロピルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－
４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－シクロプロピルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ
－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
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－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－（２－フリル）フェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ
－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ
－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２，３－ジクロロフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－
４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－フルオロフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－
（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－メチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（
トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－フルオロ－５－ブロモフェノキシ）フェニル］［［２－フ
ルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフ
ルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（４－クロロ－３－エチルフェノキシ）フェニル］［［２－フル
オロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェノキシ
］フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ
］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（ペンタフルオロエチル）フェノキシ］フェニル］［［２
－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３，５－ジメチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－
４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－
２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－エチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（
トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－ｔ－ブチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４
－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２
－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－メチルフェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（
トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プ
ロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフトキシ）フェニル］
［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，
１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（フェノキシ）フェニル］［［２－フルオロ－４－（トリフルオ
ロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール
；
（２Ｒ）－３－［［３－［３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）フェノキシ］フェニル］［［
２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［［３－（トリフルオロメトキシ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，
１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［



(96) JP 4057849 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

３－［［３－（トリフルオロメチル）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１
，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［［３，５－ジメチルフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリ
フルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［［３－（トリフルオロメチルチオ）フェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１
，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［［３，５－ジフルオロフェニル］メトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－ト
リフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］［
３－［シクロヘキシルメトキシ］フェニル］アミノ］－１，１，１－トリフルオロ－２－
プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－ジフルオロメトキシ－４－ピリジルオキシ）フェニル］［
［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１
－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（２－トリフルオロメチル－４－ピリジルオキシ）フェニル］［
［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１
－トリフルオロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［３－（３－ジフルオロメトキシフェノキシ）フェニル］［［２－フル
オロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－トリフル
オロ－２－プロパノール；
（２Ｒ）－３－［［［３－（３－トリフルオロメチルチオ）フェノキシ］フェニル］［［
２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，１－
トリフルオロ－２－プロパノール；および
（２Ｒ）－３－［［３－（４－クロロ－３－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］
［［２－フルオロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］メチル］アミノ］－１，１，
１－トリフルオロ－２－プロパノール。
【０２３８】
本発明によって有用であるＣＥＴＰ阻害剤のもう一つの種類は、式XVII
【０２３９】
【化６０】

【０２４０】
を有するキノリンおよびそれらの薬学的に許容しうる形から成り、式中、
ＡXVIIは、６～１０個の炭素原子を含有するアリールを示し、これは、ハロゲン、ニトロ
、ヒドロキシル、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、またはそれぞれ７個まで
の炭素原子を含有する直鎖または分岐状のアルキル、アシル、ヒドロキシアルキルまたは
アルコキシの形での、または式－ＮＲXVII-4ＲXVII-5による基の形での、５個までの同じ
または異なった置換基で置換されていてよく、ここにおいて、
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ＲXVII-4およびＲXVII-5は、同じであるかまたは異なり、水素、フェニル、または６個ま
での炭素原子を含有する直鎖または分岐状のアルキルを示し、
ＤXVIIは、６～１０個の炭素原子を含有するアリールを示し、これは、フェニル、ニトロ
、ハロゲン、トリフルオロメチルまたはトリフルオロメトキシ、または式
【０２４１】
【化６１】

【０２４２】
による基で置換されていてよく、ここにおいて、
ＲXVII-6、ＲXVII-7、ＲXVII-10は、互いに独立して、３～６個の炭素原子を含有するシ
クロアルキル、または６～１０個の炭素原子を含有するアリール、またはＳ、Ｎおよび／
またはＯの系列からの４個までのヘテロ原子を有する５～７員のベンゾ縮合していてよい
飽和または不飽和の単環式、二環式または三環式複素環を示し、ここにおいて、これら環
は、Ｎ基にもよる窒素含有環の場合、ハロゲン、トリフルオロメチル、ニトロ、ヒドロキ
シル、シアノ、カルボキシル、トリフルオロメトキシ、それぞれ６個までの炭素原子を有
する直鎖または分岐状のアシル、アルキル、アルキルチオ、アルキルアルコキシ、アルコ
キシまたはアルコキシカルボニル、それぞれ６～１０個の炭素原子を有するアリールまた
はトリフルオロメチル置換アリール、またはＳ、Ｎおよび／またはＯの系列からの３個ま
でのヘテロ原子を有するベンゾ縮合していてよい芳香族の５～７員複素環の形での、およ
び／または式－ＯＲXVII-11、－ＳＲXVII-12、－ＳＯ2ＲXVII-13または－ＮＲXVII-14ＲX

VII-15による基の形での、５個までの同じまたは異なった置換基で置換されていてよく；
ＲXVII-11、ＲXVII-12およびＲXVII-13は、互いに独立して、６～１０個の炭素原子を含
有するアリールであって、順次、フェニル、ハロゲン、または６個までの炭素原子を含有
する直鎖状または分岐状のアルキルの形での２個までの同じまたは異なった置換基で置換
されているものを示し、
ＲXVII-14およびＲXVII-15は、同じであるかまたは異なり、上に与えられたＲXVII-4およ
びＲXVII-5の意味を有し、または
ＲXVII-6および／またはＲXVII-7は、式
【０２４３】
【化６２】

【０２４４】
による基を示し、
ＲXVII-8は、水素またはハロゲンを示し、そして
ＲXVII-9は、水素、ハロゲン、アジド、トリフルオロメチル、ヒドロキシル、トリフルオ
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ロメトキシ、それぞれ６個までの炭素原子を含有する直鎖または分岐状のアルコキシまた
はアルキル、または式ＮＲXVII-16ＲXVII-17による基を示し、
ＲXVII-16およびＲXVII-17は、同じであるかまたは異なり、上のＲXVII-4およびＲXVII-5

の意味を有し；または
ＲXVII-8およびＲXVII-9は、一緒に、式＝Ｏまたは＝ＮＲXVII-18による基を形成し；
ＲXVII-18は、水素、またはそれぞれ６個までの炭素原子を含有する直鎖または分岐状の
アルキル、アルコキシまたはアシルを示し；
ＬXVIIは、それぞれ８個までの炭素原子を含有する直鎖または分岐状のアルキレン鎖また
はアルケニレン鎖を示し、これらは、２個までのヒドロキシル基で置換されていてよく；
ＴXVIIおよびＸXVIIは、同じであるかまたは異なり、８個までの炭素原子を含有する直鎖
または分岐状のアルキレン鎖を示し；または
ＴXVIIおよびＸXVIIは結合を示し；
ＶXVIIは、酸素原子または硫黄原子、または－ＮＲXVII-19を示し；
ＲXVII-19は、水素、または６個までの炭素原子を含有する直鎖または分岐状のアルキル
、またはフェニルを示し；
ＥXVIIは、３～８個の炭素原子を含有するシクロアルキル、または８個までの炭素原子を
含有する直鎖または分岐状のアルキルであって、３～８個の炭素原子を含有するシクロア
ルキル、またはヒドロキシルで置換されていてよいもの、またはフェニルであって、ハロ
ゲンまたはトリフルオロメチルで置換されていてよいものを示し；
ＲXVII-1およびＲXVII-2は、同じであるかまたは異なり、３～８個の炭素原子を含有する
シクロアルキル、水素、ニトロ、ハロゲン、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ
、カルボキシ、ヒドロキシ、シアノ、６個までの炭素原子を含有する直鎖または分岐状の
アシル、アルコキシカルボニルまたはアルコキシ、またはＮＲXVII-20ＲXVII-21を示し；
ＲXVII-20およびＲXVII-21は、同じであるかまたは異なり、水素、フェニル、または６個
までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルを示し；そしてまたは
ＲXVII-1および／またはＲXVII-2は、６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のア
ルキルであって、ハロゲン、トリフルオロメトキシ、ヒドロキシ、または４個までの炭素
原子を有する直鎖または分岐状のアルコキシで置換されていてよいもの、６～１０個の炭
素原子を含有するアリールであって、ハロゲン、シアノ、ヒドロキシ、トリフルオロメチ
ル、トリフルオロメトキシ、ニトロ、７個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のア
ルキル、アシル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、およびＮＲXVII-22ＲXVII-23より選
択される５個までの同じまたは異なった置換基で置換されていてよいものであり；
ＲXVII-22およびＲXVII-23は、同じであるかまたは異なり、水素、フェニル、または６個
までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルキルを示し；および／または
ＲXVII-1およびＲXVII-2は、一緒になって、６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐
状のアルケンまたはアルカンであって、ハロゲン、トリフルオロメチル、ヒドロキシ、ま
たは５個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルコキシで置換されていてよいも
のを形成し；
ＲXVII-3は、水素；２０個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアシル；ベンゾイ
ルであって、ハロゲン、トリフルオロメチル、ニトロまたはトリフルオロメトキシで置換
されていてよいもの；８個までの炭素原子および７個のフルオロ原子を有する直鎖または
分岐状のフルオロアシル；３～７個の炭素原子を有するシクロアルキル；８個までの炭素
原子を有する直鎖または分岐状のアルキルであって、ヒドロキシルで置換されていてよい
もの；６個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアルコキシであって、フェニルで
置換されていてよく、順次、ハロゲン、ニトロ、トリフルオロメチル、トリフルオロメト
キシ、またはフェニルまたはテトラゾール置換フェニルで置換されていてよいもの；およ
び／またはアリールであって、式－ＯＲXVII-24による基で置換されていてよいものを示
し；
ＲXVII-24は、４個までの炭素原子を有する直鎖または分岐状のアシル、またはベンジル
である。
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【０２４５】
式XVIIの化合物およびそれらの製造方法は、全ての目的についてそのまま本明細書中に参
照により取り込まれるＰＣＴ公開第ＷＯ９８／３９２９９号に開示されている。
【０２４６】
本発明において有用である他の種類のCETP阻害剤は、式XVIII
【０２４７】
【化６３】

【０２４８】
〔式中、
AXVIIIは、ハロゲン、トリフルオロメチル、あるいは最大３個までの炭素原子を含有する
直鎖もしくは枝分かれ鎖のアルキルまたはアルコキシの形における、最大２個までの同一
もしくは異なった置換基で置換されていてもよいフェニルであり;
DXVIIIは式
【０２４９】
【化６４】

【０２５０】
を示しており;
RXVIII-5とRXVIII-6は一緒になって=Oを形成し; あるいは
RXVIII-5が水素であって、RXVIII-6がハロゲンまたは水素であり; あるいは
RXVIII-5とRXVIII-6が水素であり;
RXVIII-7とRXVIII-8は同一もしくは異なっていて、ハロゲン、トリフルオロメチル、ニト
ロ、シアノ、トリフルオロメトキシ、-SO2-CH3、またはNRXVIII-9RXVIII-10の形における
最大４個までの同一もしくは異なった置換基を有するフェニル、ナフチル、ベンゾチアゾ
リル、キノリニル、ピリミジル、またはピリジルであり;
RXVIII-9とRXVIII-10は同一もしくは異なっていて、水素、または最大３個までの炭素原
子を含有する直鎖もしくは枝分かれ鎖のアルキルであり;
EXVIIIは、3～６個の炭素原子を含有するシクロアルキル、または最大８個までの炭素原
子を含有する直鎖もしくは枝分かれ鎖のアルキルであり;
RXVIII-1はヒドロキシであり;
RXVIII-2は水素またはメチルであり;
RXVIII-3とRXVIII-4は同一もしくは異なっていて、最大３個までの炭素原子を含有する直
鎖もしくは枝分かれ鎖のアルキルであり; あるいは
RXVIII-3とRXVIII-4は一緒になって、２～４個の炭素原子で構成されるアルキレンを形成
する〕で示される4-フェニルテトラヒドロキノリン、前記化合物のNオキシド、および前
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記化合物の医薬用として許容しうるformsからなる。
【０２５１】
式XVIIIの化合物とそれらの製造法が、PCT公開番号WO99/15504と米国特許出願第6,291,47
7号(これら2つの特許文献の全開示内容を参照により本明細書に含める)に開示されている
。
【０２５２】
本発明において使用できる他の種類の薬物としては、CCR1阻害剤等の低溶解性薬物がある
。CCR1阻害剤としては、キノキサリン-2-カルボン酸[4(R)-カルバモイル-1(S)-3-フルオ
ロベンジル-2(S),7-ジヒドロキシ-7-メチル-オクチル]アミドおよびキノキサリン-2-カル
ボン酸[1-ベンジル-4-(4,4-ジフルオロ-1-ヒドロキシ-シクロヘキシル)-2-ヒドロキシ-4-
ヒドロキシカルバモイル-ブチル]-アミドがある。
【０２５３】
本発明は、後述の化合物から選択される化合物の固有溶解速度を改良するのに有用である
。固有溶解速度(intrinsic dissolution rate)とは、表面積、撹拌速度、pH、および溶解
媒体のイオン強度が一定に保たれている場合の、医薬用活性成分のみの溶解速度と定義さ
れる。固有溶解速度はさらに、Woodの装置を取り付けたUSP II溶解装置(Wood, JH; Syart
o, JE and Letterman, H: J. Pharm. Sci. 54 (1965), 1068)を使用して、37℃にて水中
で50rpmの撹拌速度で測定して得られる。固有溶解速度は、単位表面積から１分当たり溶
解する薬物のmgとして示され、したがって固有溶解速度はmg/分・cm2の単位で表わされる
。
【０２５４】
本発明の組成物と方法は、好ましくは0.1mg/分・cm2未満の、さらに好ましくは0.05mg/分
・cm2未満の固有溶解速度を有する化合物に対して特に有用である。さて、特定のCCR1阻
害剤の化学構造について説明すると、本発明において有用なある種類のCCR1阻害剤は、式
CCR1-I
【０２５５】
【化６５】

【０２５６】
〔式中、
R1は、水素、ハロ、シアノ、１個、２個、または３個のフッ素原子で置換されていてもよ
い(C1-C6)アルキル、ヒドロキシ、ヒドロキシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ、(C1
-C6)アルコキシ(C1-C6)アルキル、HO-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-、HO-(C=O)-(C1
-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-
、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6)アルキル、(C1-
C6)アルキル(O=C)-、(C1-C6)アルキル(O=C)-(C1-C6)アルキル、NO2、アミノ、(C1-C6)ア
ルキルアミノ、[(C1-C6)アルキル]2アミノ、アミノ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルア
ミノ(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N-(C=O)-、(C1-C6
)アルキル-NH-(C=O)-、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C

6)アルキル-HN(C=O)-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1-C6)アルキル、H
(O=C)-NH-、(C1-C6)アルキル(C=O)-NH、(C1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-C6)アルキル、(C

1-C6)アルキル(C=O)-[N(C1-C6)アルキル](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-S-、(C1-C6
)アルキル-(S=O)-、(C1-C6)アルキル-SO2-、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、H2N-SO2-、H2N-S
O2-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルHN-SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-S
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O2-(C1-C6)アルキル、CF3SO3-、(C1-C6)アルキル-SO3-、フェニル、(C3-C10)シクロアル
キル、(C2-C9)ヘテロシクロアルキル、および(C2-C9)ヘテロアリールからなる群から独立
的に選択される１個、２個、または３個の置換基で置換されていてもよい(C2-C9)ヘテロ
アリールであり;
R2は、フェニル-(CH2)m-、ナフチル-(CH2)m-、(C3-C10)シクロアルキル-(CH2)m-、(C1-C6
)アルキル、または(C2-C9)ヘテロアリール-(CH2)m-であって、このとき前記フェニル-(CH

2)m-基、ナフチル-(CH2)m-基、(C3-C10)シクロアルキル-(CH2)m-、または(C2-C9)ヘテロ
アリール-(CH2)m-基の前記フェニル、ナフチル、(C3-C10)シクロアルキル、または(C2-C9
)ヘテロアリール部分のそれぞれが、水素、ハロ、シアノ、(C1-C6)アルキル、ヒドロキシ
、ヒドロキシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ、(C1-C6)アルコキシ(C1-C6)アルキル
、HO-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-、HO-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル
-O-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-(C1-
C6)アルキル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(O=C)-、(C1-C6)アル
キル(O=C)-(C1-C6)アルキル、NO2、アミノ、(C1-C6)アルキルアミノ、[(C1-C6)アルキル]

2アミノ、アミノ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルアミノ(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)ア
ルキル]2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-NH-(C=O)-、[(C1-C6)ア
ルキル]2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-HN(C=O)-(C1-C6)アル
キル、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-NH-、(C1-C6)アルキル(C=O
)-NH、(C1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(C=O)-[N(C1-C6)ア
ルキル](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-S-、(C1-C6)アルキル-(S=O)-、(C1-C6)アル
キル-SO2-、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、H2N-SO2-、H2N-SO2-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)ア
ルキルHN-SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-SO2-(C1-C6)アルキル、CF3SO3-、
(C1-C6)アルキル-SO3-、フェニル、フェノキシ、ベンジルオキシ、(C3-C10)シクロアルキ
ル、(C2-C9)ヘテロシクロアルキル、および(C2-C9)ヘテロアリールからなる群から独立的
に選択される１個、２個、または３個の置換基で置換されていていてもよく;
R3は、水素、(C1-C10)アルキル、(C3-C10)シクロアルキル-(CH2)n-、(C2-C9)ヘテロシク
ロアルキル-(CH2)n-、(C2-C9)ヘテロアリール-(CH2)n-、またはアリール-(CH2)n-(式中、
nは0～6の整数である)であり;
前記R3(C1-C10)アルキル基が、水素、ハロ、CN、(C1-C6)アルキル、ヒドロキシ、ヒドロ
キシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ、(C1-C6)アルコキシ(C1-C6)アルキル、HO-(C=
O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-、HO-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)
-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-(C1-C6)アル
キル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(O=C)-、(C1-C6)アルキル(O=
C)-(C1-C6)アルキル、NO2、アミノ、(C1-C6)アルキルアミノ、[(C1-C6)アルキル]2アミノ
、アミノ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルアミノ(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]

2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-NH-(C=O)-、[(C1-C6)アルキル]

2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-HN(C=O)-(C1-C6)アルキル、[(
C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-NH-、(C1-C6)アルキル(C=O)-NH、(C

1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(C=O)-[N(C1-C6)アルキル](
C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-S-、(C1-C6)アルキル-(S=O)-、(C1-C6)アルキル-SO2-
、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、H2N-SO2-、H2N-SO2-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルHN-
SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-SO2-(C1-C6)アルキル、CF3SO3-、(C1-C6)ア
ルキル-SO3-、フェニル、(C3-C10)シクロアルキル、(C2-C9)ヘテロシクロアルキル、およ
び(C2-C9)ヘテロアリールから独立的に選択される１個以上の、好ましくは1～３個の置換
基で置換されていてもよく、このとき前記(C1-C10)アルキルの炭素-炭素単結合のいずれ
かが、炭素-炭素二重結合で置き換えられていてもよく;
前記R3(C3-C10)シクロアルキル-(CH2)n-基の(C3-C10)シクロアルキル部分が、水素、ハロ
、CN、(C1-C6)アルキル、ヒドロキシ、ヒドロキシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ
、(C1-C6)アルコキシ(C1-C6)アルキル、HO-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-、HO-(C=O
)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-(C=O
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)-O-、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6)アルキル、
(C1-C6)アルキル(O=C)-、(C1-C6)アルキル(O=C)-(C1-C6)アルキル、NO2、アミノ、(C1-C6
)アルキルアミノ、[(C1-C6)アルキル]2アミノ、アミノ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキ
ルアミノ(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N-(C=O)-、(C

1-C6)アルキル-NH-(C=O)-、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)アルキル、(
C1-C6)アルキル-HN(C=O)-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1-C6)アルキ
ル、H(O=C)-NH-、(C1-C6)アルキル(C=O)-NH、(C1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-C6)アルキ
ル、(C1-C6)アルキル(C=O)-[N(C1-C6)アルキル](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-S-、
(C1-C6)アルキル-(S=O)-、(C1-C6)アルキル-SO2-、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、H2N-SO2-
、H2N-SO2-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルHN-SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキ
ル]2N-SO2-(C1-C6)アルキル、CF3SO3-、(C1-C6)アルキル-SO3-、フェニル、(C3-C10)シク
ロアルキル、(C2-C9)ヘテロシクロアルキル、および(C2-C9)ヘテロアリールからなる群か
ら独立的に選択される1～3個の置換基置換されていてもよく;
前記R3(C2-C9)ヘテロシクロアルキル-(CH2)n-基の(C2-C9)ヘテロシクロアルキル部分が、
窒素、イオウ、酸素、>S(=O)、>SO2、または>NR6から独立的に選択される1～3個のヘテロ
原子を含んでよく、このとき前記(C2-C9)ヘテロシクロアルキル-(CH2)n-基の前記(C2-C9)
ヘテロシクロアルキル部分における、さらなる結合を形成できる環炭素原子のいずれかが
、水素、ハロ、CN、(C1-C6)アルキル、ヒドロキシ、ヒドロキシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6
)アルコキシ、(C1-C6)アルコキシ(C1-C6)アルキル、HO-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O
)-、HO-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)ア
ルキル-(C=O)-O-、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6
)アルキル、(C1-C6)アルキル(O=C)-、(C1-C6)アルキル(O=C)-(C1-C6)アルキル、NO2、ア
ミノ、(C1-C6)アルキルアミノ、[(C1-C6)アルキル]2アミノ、アミノ(C1-C6)アルキル、(C

1-C6)アルキルアミノ(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N
-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-NH-(C=O)-、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)
アルキル、(C1-C6)アルキル-HN(C=O)-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1
-C6)アルキル、H(O=C)-NH-、(C1-C6)アルキル(C=O)-NH、(C1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-
C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(C=O)-[N(C1-C6)アルキル](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アル
キル-S-、(C1-C6)アルキル-(S=O)-、(C1-C6)アルキル-SO2-、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、
H2N-SO2-、H2N-SO2-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルHN-SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C

6)アルキル]2N-SO2-(C1-C6)アルキル、CF3SO3-、(C1-C6)アルキル-SO3-、フェニル、(C3-
C10)シクロアルキル、(C2-C9)ヘテロシクロアルキル、および(C2-C9)ヘテロアリールから
なる群から独立的に選択される置換基で置換されていてもよく、好ましくは環１つ当たり
1～3個の置換基であり;
前記R3(C2-C9)ヘテロアリール-(CH2)n-基の(C2-C9)ヘテロアリール部分が、窒素、イオウ
、または酸素から独立的に選択される1～3個のヘテロ原子を含んでよく、このとき前記(C

2-C9)ヘテロアリール-(CH2)n-基の前記(C2-C9)ヘテロアリール部分における、さらなる結
合を形成できる環炭素原子のいずれかが、水素、ハロ、CN、(C1-C6)アルキル、ヒドロキ
シ、ヒドロキシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ、(C1-C6)アルコキシ(C1-C6)アルキ
ル、HO-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-、HO-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキ
ル-O-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-(C

1-C6)アルキル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(O=C)-、(C1-C6)ア
ルキル(O=C)-(C1-C6)アルキル、NO2、アミノ、(C1-C6)アルキルアミノ、[(C1-C6)アルキ
ル]2アミノ、アミノ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルアミノ(C1-C6)アルキル、[(C1-C6
)アルキル]2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-NH-(C=O)-、[(C1-C6
)アルキル]2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-HN(C=O)-(C1-C6)ア
ルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-NH-、(C1-C6)アルキル(C
=O)-NH、(C1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(C=O)-[N(C1-C6)
アルキル](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-S-、(C1-C6)アルキル-(S=O)-、(C1-C6)ア
ルキル-SO2-、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、H2N-SO2-、H2N-SO2-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)
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アルキルHN-SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-SO2-(C1-C6)アルキル、CF3SO3-
、(C1-C6)アルキル-SO3-、フェニル、(C3-C10)シクロアルキル、(C2-C9)ヘテロシクロア
ルキル、および(C2-C9)ヘテロアリールからなる群から独立的に選択される置換基で置換
されていてもよく、好ましくは環１つ当たり1～3個の置換基であり;
前記R3アリール-(CH2)n-基の前記アリール部分が、置換されていてもよいフェニルまたは
ナフチルであって、このとき前記のフェニルとナフチルが、水素、ハロ、CN、(C1-C6)ア
ルキル、ヒドロキシ、ヒドロキシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ、(C1-C6)アルコ
キシ(C1-C6)アルキル、HO-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-、HO-(C=O)-(C1-C6)アルキ
ル、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-、(C1-C6)ア
ルキル-(C=O)-O-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル
(O=C)-、(C1-C6)アルキル(O=C)-(C1-C6)アルキル、NO2、アミノ、(C1-C6)アルキルアミノ
、[(C1-C6)アルキル]2アミノ、アミノ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルアミノ(C1-C6)
アルキル、[(C1-C6)アルキル]2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-N
H-(C=O)-、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-
HN(C=O)-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-NH-、
(C1-C6)アルキル(C=O)-NH、(C1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキ
ル(C=O)-[N(C1-C6)アルキル](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-S-、(C1-C6)アルキル-(
S=O)-、(C1-C6)アルキル-SO2-、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、H2N-SO2-、H2N-SO2-(C1-C6)
アルキル、(C1-C6)アルキルHN-SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-SO2-(C1-C6)
アルキル、CF3SO3-、(C1-C6)アルキル-SO3-、フェニル、(C3-C10)シクロアルキル、(C2-C

9)ヘテロシクロアルキル、および(C2-C9)ヘテロアリールからなる群から独立的に選択さ
れる1～3個の置換基で置換されていてもよく;
あるいは、R3とR3が結合している炭素とが一緒になって5～7員の炭素環式環を形成し、こ
のとき前記5員炭素環式環の炭素原子のいずれかが、水素、ハロ、CN、(C1-C6)アルキル、
ヒドロキシ、ヒドロキシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ、(C1-C6)アルコキシ(C1-C

6)アルキル、HO-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-、HO-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C

6)アルキル-O-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-、(C1-C6)アルキル-(C
=O)-O-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(O=C)-、(
C1-C6)アルキル(O=C)-(C1-C6)アルキル、NO2、アミノ、(C1-C6)アルキルアミノ、[(C1-C6
)アルキル]2アミノ、アミノ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルアミノ(C1-C6)アルキル、
[(C1-C6)アルキル]2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-NH-(C=O)-、
[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-HN(C=O)-(C

1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-NH-、(C1-C6)ア
ルキル(C=O)-NH、(C1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(C=O)-[
N(C1-C6)アルキル](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-S-、(C1-C6)アルキル-(S=O)-、(C

1-C6)アルキル-SO2-、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、H2N-SO2-、H2N-SO2-(C1-C6)アルキル、
(C1-C6)アルキルHN-SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-SO2-(C1-C6)アルキル、
CF3SO3-、(C1-C6)アルキル-SO3-、フェニル、(C3-C10)シクロアルキル、(C2-C9)ヘテロシ
クロアルキル、および(C2-C9)ヘテロアリールからなる群から選択される置換基で置換さ
れていてもよく、このとき前記5～7員の炭素環式環の炭素-炭素結合の1つが、置換されて
いてもよいフェニル環に縮合していてもよく、このとき前記置換基は、水素、ハロ、CN、
(C1-C6)アルキル、ヒドロキシ、ヒドロキシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ、(C1-C

6)アルコキシ(C1-C6)アルキル、HO-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-、HO-(C=O)-(C1-C

6)アルキル、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-、(
C1-C6)アルキル-(C=O)-O-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)
アルキル(O=C)-、(C1-C6)アルキル(O=C)-(C1-C6)アルキル、NO2、アミノ、(C1-C6)アルキ
ルアミノ、[(C1-C6)アルキル]2アミノ、アミノ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルアミノ
(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N-(C=O)-、(C1-C6)ア
ルキル-NH-(C=O)-、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)
アルキル-HN(C=O)-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1-C6)アルキル、H(O
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=C)-NH-、(C1-C6)アルキル(C=O)-NH、(C1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-C6)アルキル、(C1-
C6)アルキル(C=O)-[N(C1-C6)アルキル](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-S-、(C1-C6)
アルキル-(S=O)-、(C1-C6)アルキル-SO2-、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、H2N-SO2-、H2N-SO

2-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルHN-SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-SO

2-(C1-C6)アルキル、CF3SO3-、(C1-C6)アルキル-SO3-、フェニル、(C3-C10)シクロアルキ
ル、(C2-C9)ヘテロシクロアルキル、および(C2-C9)ヘテロアリールから独立的に選択する
ことができ;
R4は、水素、(C1-C6)アルキル、ヒドロキシ、(C1-C6)アルコキシ、ヒドロキシ(C1-C6)ア
ルキル、(C1-C6)アルコキシ(C=O)-、(C3-C10)シクロアルキル-(CH2)q-、(C2-C9)ヘテロシ
クロアルキル-(CH2)q-、(C2-C9)ヘテロアリール-(CH2)q-、フェニル-(CH2)q-、またはナ
フチル-(CH2)q-であって、このとき前記(C2-C9)ヘテロシクロアルキル基、(C2-C9)ヘテロ
アリール基、フェニル基、およびナフチル基が、水素、ハロ、シアノ、(C1-C6)アルキル
、ヒドロキシ、ヒドロキシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ、(C1-C6)アルコキシ(C1
-C6)アルキル、HO-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-、HO-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1
-C6)アルキル-O-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-、(C1-C6)アルキル-
(C=O)-O-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(O=C)-
、(C1-C6)アルキル(O=C)-(C1-C6)アルキル、NO2、アミノ、(C1-C6)アルキルアミノ、[(C1
-C6)アルキル]2アミノ、アミノ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルアミノ(C1-C6)アルキ
ル、[(C1-C6)アルキル]2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-NH-(C=O
)-、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-HN(C=O
)-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-NH-、(C1-C6
)アルキル(C=O)-NH、(C1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル(C=O
)-[N(C1-C6)アルキル](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-S-、(C1-C6)アルキル-(S=O)-
、(C1-C6)アルキル-SO2-、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、H2N-SO2-、H2N-SO2-(C1-C6)アルキ
ル、(C1-C6)アルキルHN-SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-SO2-(C1-C6)アルキ
ル、CF3SO3-、(C1-C6)アルキル-SO3-、フェニル、(C3-C10)シクロアルキル、(C2-C9)ヘテ
ロシクロアルキル、および(C2-C9)ヘテロアリールからなる群から選択される１個または
２個の置換基で置換されていてもよく;
R5は、水素、(C1-C6)アルキル、またはアミノであるか; あるいは
R4とR5が、それらが結合している窒素原子と一緒になって、水素、ハロ、シアノ、(C1-C6
)アルキル、ヒドロキシ、ヒドロキシ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ、(C1-C6)アル
コキシ(C1-C6)アルキル、HO-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-、HO-(C=O)-(C1-C6)アル
キル、(C1-C6)アルキル-O-(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-(C=O)-O-、(C1-C6)
アルキル-(C=O)-O-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-、H(O=C)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキ
ル(O=C)-、(C1-C6)アルキル(O=C)-(C1-C6)アルキル、NO2、アミノ、(C1-C6)アルキルアミ
ノ、[(C1-C6)アルキル]2アミノ、アミノ(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキルアミノ(C1-C6
)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2アミノ(C1-C6)アルキル、H2N-(C=O)-、(C1-C6)アルキル-
NH-(C=O)-、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-、H2N(C=O)-(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル
-HN(C=O)-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-(C=O)-(C1-C6)アルキル、H(O=C)-NH-
、(C1-C6)アルキル(C=O)-NH、(C1-C6)アルキル(C=O)-[NH](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アル
キル(C=O)-[N(C1-C6)アルキル](C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルキル-S-、(C1-C6)アルキル
-(S=O)-、(C1-C6)アルキル-SO2-、(C1-C6)アルキル-SO2-NH-、H2N-SO2-、H2N-SO2-(C1-C6
)アルキル、(C1-C6)アルキルHN-SO2-(C1-C6)アルキル、[(C1-C6)アルキル]2N-SO2-(C1-C6
)アルキル、CF3SO3-、(C1-C6)アルキル-SO3-、フェニル、(C3-C10)シクロアルキル、(C2-
C9)ヘテロシクロアルキル、および(C2-C9)ヘテロアリールからなる群から選択される１個
または２個の置換基で置換されていてもよい(C2-C9)ヘテロシクロアルキル基を形成し;
R6は、水素、(C1-C6)アルキル、(C1-C6)アルコキシ-(CH2)q-、(C1-C6)アルコキシ(C=O)-(
CH2)q-、(C1-C6)アルキル-(SO2)-(CH2)q-、(C6-C10)アリールオキシ-(CH2)q-、(C6-C10)
アリールオキシ(C=O)-(CH2)q-、または(C6-C10)アリール-(SO2)-(CH2)q-であり;
gは0～4の整数であり;
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mは0～4の整数であり;
nは0～6の整数であり;
但し、R4とR5の一方が水素であり、R4とR5の他方が(C1-C6)アルキルであり、R2が(C3-C10
)シクロアルキルまたはイソプロピルであり、そしてR3が(C3-C5)アルキル、フェニル、メ
チルビニル、ジメチルビニル、ハロビニル、ヒドロキシ(C1-C3)アルキル、またはアミノ(
C1-C4)アルキルであるとき、R1は、インドール-5-イル、6-アザインドール-2-イル、2,3-
ジクロロ-ピロール-5-イル、4-ヒドロキシキリノン-3-イル、2-ヒドロキシキノキサリン-
3-イル、6-アザインドリン-3-イル、置換されていてもよいインドール-2-イル、または置
換されていてもよいインドール-3-イル以外でなければならない〕を有するジヒドロキシ
ヘキサン酸誘導体、およびこのような化合物の医薬用として許容しうる塩からなる。
【０２５７】
特に明記しない限り、本明細書にて言及しているアルキル基とアルケニル基、および本明
細書にて言及している他の基(たとえばアルコキシ基)のアルキル部分は、直鎖でも枝分か
れ鎖でもよく、さらに環状(たとえばシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、
シクロヘキシル、またはシクロヘプチル)であってもよく、また環状部分を含んでいても
よい。このようなアルキル基とアルコキシ基は、１個、２個、または３個のハロゲン原子
および/またはヒドロキシ(好ましくはフッ素原子)で置換されていてもよい。
【０２５８】
特に明記しない限り、“ハロゲン”は、フッ素、塩素、臭素、およびヨウ素を含む。
本明細書で使用している“(C3-C10)シクロアルキル”は、0レベル～2レベルの不飽和を含
んだシクロアルキル基(たとえばシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シク
ロペンテニル、シクロヘキシル、シクロヘキセニル、1,3-シクロヘキサジエン、シクロヘ
プチル、シクロヘプテニル、ビシクロ[3.2.1]オクタン、およびノルボルナニルなど)を表
わしている。
【０２５９】
本明細書で使用している“(C2-C9)ヘテロシクロアルキル”は、ピロリジニル、テトラヒ
ドロフラニル、ジヒドロフラニル、テトラヒドロピラニル、ピラニル、チオピラニル、ア
ジリジニル、オキシラニル、メチレンジオキシル、クロメニル、イソオキサゾリジニル、
1,3-オキサゾリジン-3-イル、イソチアゾリジニル、1,3-チアゾリジン-3-イル、1,2-ピラ
ゾリジン-2-イル、1,3-ピラゾリジン-1-イル、ピペリジニル、チオモルホリニル、1,2-テ
トラヒドロチアジン-2-イル、1,3-テトラヒドロチアジン-3-イル、テトラヒドロチアジア
ジニル、モルホリニル、1,2-テトラヒドロジアジン-2-イル、1,3-テトラヒドロジアジン-
1-イル、テトラヒドロアゼピニル、ピペラジニル、およびクロマニルなどを表わしている
。当業者であれば容易にわかることであるが、前記(C2-C9)ヘテロシクロアルキル環の連
結は、炭素またはsp3混成窒素ヘテロ原子を介してなされている。
【０２６０】
本明細書で使用している“(C2-C9)ヘテロアリールは、”フリル、チエニル、チアゾリル
、ピラゾリル、イソチアゾリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、ピロリル、トリアゾ
リル、テトラゾリル、イミダゾリル、1,3,5-オキサジアゾリル、1,2,4-オキサジアゾリル
、1,2,3-オキサジアゾリル、1,3,5-チアジアゾリル、1,2,3-チアジアゾリル、1,2,4-チア
ジアゾリル、ピリジル、ピリミジル、ピラジニル、ピリダジニル、1,2,4-トリアジニル、
1,2,3-トリアジニル、1,3,5-トリアジニル、ピラゾロ[3,4-b]ピリジニル、シンノリニル
、プテリジニル(pteridinyl)、プリニル、6,7-ジヒドロ-5H-[1]ピリジニル、ベンゾ[b]チ
オフェニル、5,6,7,8-テトラヒドロ-キノリン-3-イル、ベンゾオキサゾリル、ベンゾチア
ゾリル、ベンゾイソチアゾリル、ベンゾイソオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、チアナ
フテニル、イソチアナフテニル、ベンゾフラニル、イソベンゾフラニル、イソインドリル
、インドリル、インドリジニル、インダゾリル、イソキノリル、キノリル、フタラジニル
、キノキサリニル、キナゾリニル、およびベンゾオキサジニルなどを表わしている。当業
者であれば容易にわかることであるが、前記(C2-C9)ヘテロシクロアルキル環の連結は、
炭素またはsp3混成窒素ヘテロ原子を介してなされている。
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【０２６１】
本明細書で使用している“アリール”は、フェニルまたはナフチルを表わしている。
“保護アミン”および“保護アミノ”は、水素原子の1つが保護基(P)で置き換えられてい
るアミノ基を表わしている。アミンの保護に対してはいかなる適切な保護基も使用するこ
とができる。適切な保護基としては、カルボベンジルオキシ、t-ブトキシカルボニル(BOC
)、または9-フルオレニル-メチレンオキシカルボニルなどがある。
【０２６２】
式CCR1-Iの化合物と前記化合物の製造法が、本発明の譲受人に譲渡された米国特許出願第
09/380,269号(1998年2月5日付出願)、米国特許出願第09/403,218号(1999年1月18日付出願
)、PCT公開番号WO98/38167、およびPCT公開番号WO99/40061に開示されている(これら全て
の特許文献の全開示内容を参照により本明細書に含める)。
【０２６３】
好ましい実施態様においては、CCR1阻害剤は、式CCR1-Iの下記化合物の1つから選択され
る:
キノキサリン-2-カルボン酸4(R)-カルバモイル-1(S)-(3-クロロ-ベンジル)-2(S),7-ジヒ
ドロキシ-7-メチル-オクチル]-アミド;
7,8-ジフルオロ-キノリン-3-カルボン酸(1(S)-ベンジル-4(R)-カルバモイル-2(S),7-ジヒ
ドロキシ-7-メチル-オクチル)-アミド;
6,7,8-トリフルオロ-キノリン-3-カルボン酸(1(S)-ベンジル-4(R)-カルバモイル-2(S),7-
ジヒドロキシ-7-メチル-オクチル)-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[4(R)-カルバモイル-1(S)-(3-フルオロ-ベンジル)-2(S),7-ジ
ヒドロキシ-7-メチル-オクチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸(1(S)-ベンジル-2(S),7-ジヒドロキシ-4(R)-ヒドロキシカル
バモイル-7-メチル-オクチル)-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[4(R)-カルバモイル-1(S)-(2-クロロ-ベンジル)-2(S),7-ジヒ
ドロキシ-7-メチル-オクチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[1(S)-(2-フルオロ-ベンジル)-2(S),7-ジヒドロキシ-4(R)-ヒ
ドロキシカルバモイル-7-メチル-オクチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[4(R)-カルバモイル-1(S)-(2-フルオロ-ベンジル)-2(S),7-ジ
ヒドロキシ-7-メチル-オクチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[1(S)-(3,4-ジフルオロ-ベンジル)-2(S),7-ジヒドロキシ-4(R
)-ヒドロキシカルバモイル-7-メチル-オクチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[4(R)-カルバモイル-1(S)-(3,4-ジフルオロ-ベンジル)-2(S),
7-ジヒドロキシ-7-メチル-オクチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸(4(R)-カルバモイル-2(S),7-ジヒドロキシ-7-メチル-1(S)-ナ
フタレン-1-イルメチル-オクチル)-アミド;
7,8-ジフルオロ-キノリン-3-カルボン酸1(S)-ベンジル-2(S)-ヒドロキシ-7-メチル-4(R)-
メチルカルバモイル-オクチル)-アミド;
8-フルオロ-キノリン-3-カルボン酸1(S)-ベンジル-2(S)-ヒドロキシ-7-メチル-4(R)-メチ
ルカルバモイル-オクチル)-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[4(R)-カルバモイル-7-フルオロ-1-(3(S)-フルオロ-ベンジル
)-2(S)-ヒドロキシ-7-メチル-オクチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[4(R)-カルバモイル-1-(2(S)-フルオロ-ベンジル)-2(S)-ヒド
ロキシ-7-メチル-オクチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[1(S)-ベンジル-4(S)-カルバモイル-4(S)-(2,6-ジメチル-テ
トラヒドロ-ピラン-4-イル)-2(S)-ヒドロキシ-ブチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸1(S)-ベンジル-4(R)-カルバモイル-7-フルオロ-2(S)-ヒドロ
キシ-7-メチル-オクチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸1(S)-ベンジル-5-シクロヘキシル-2(S)-ヒドロキシ-4(R)-メ
チルカルバモイル-ペンチル)-アミド;
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キノキサリン-2-カルボン酸1(S)-シクロヘキシルメチル-2(S)-ヒドロキシ-7-メチル-4(R)
-メチルカルバモイル-オクチル)-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[1(S)-ベンジル-2(S)-ヒドロキシ-4(S)-ヒドロキシカルバモ
イル-4-(1-ヒドロキシ-4-メチル-シクロヘキシル)-ブチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[1(S)-ベンジル-4(S)-(4,4-ジフルオロ-1-ヒドロキシ-シクロ
ヘキシル)-2(S)-ヒドロキシ-4-ヒドロキシカルバモイル-ブチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸[1(S)-ベンジル-4(S)-カルバモイル-4(S)-(4,4-ジフルオロ-
シクロヘキシル)-2(S)-ヒドロキシ-ブチル]-アミド;
キノキサリン-3-カルボン酸(1(S)-ベンジル-4(S)-カルバモイル-4-シクロヘキシル-2(S)-
ヒドロキシ-ブチル]-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸(4(R)-カルバモイル-2(S)-ヒドロキシ-7-メチル-1(S)-チオフ
ェン-2-イルメチル-オクチル)-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸1(S)-ベンジル-4(R)-カルバモイル-7-クロロ-2(S)-ヒドロキ
シ-オクト-6-エニル)-アミド;
キノキサリン-2-カルボン酸1(S)-ベンジル-4(R)-カルバモイル-2(S)-ヒドロキシ-5-フェ
ニル-ペンチル)-アミド;
N-1(S)-ベンジル-4(R)-カルバモイル-7-フルオロ-2(S)-ヒドロキシ-7-メチル-オクチル)-
5,6-ジクロロ-ニコチンアミド;
キノキサリン-2-カルボン酸(4(R)-カルバモイル-2(S)-ヒドロキシ-7-メチル-1(S)-チアゾ
ール-4(R)-イルメチル-オクチル)-アミド;
ベンゾチアゾール-2-カルボン酸1(S)-ベンジル-4(R)-カルバモイル-7-フルオロ-2(S)-ヒ
ドロキシ-7-メチル-オクチル)-アミド; および
ベンゾフラン-2-カルボン酸1(S)-ベンジル-4(R)-カルバモイル-7-フルオロ-2(S)-ヒドロ
キシ-7-メチル-オクチル)-アミド。
【０２６４】
他の好ましい実施態様においては、CCR1化合物は式Ia-1
【０２６５】
【化６６】

【０２６６】
(式中、置換基は前記にて定義した通りである)を有する。
化合物Ia-1を製造する好ましい方法においては、反応が反応経路1に従って開始される。
本明細書に記載の方法において、置換基はCCR1-Iに関して定義した通りであり、また以下
に記載する通りである:
R7はヒドロキシ、(C1-C6)アルキル、またはフェニルであって、このとき前記フェニル基
は、非置換であっても、あるいは１個、２個、もしくは３個の(C1-C6)アルキル基、ヒド
ロキシ基、またはハロゲン基で置換されていてもよく;
R8は水素またはハロゲンであり;
R9は、フェニル、ナフチル、(C3-C10)シクロアルキル、(C1-C6)アルキル、または(C2-C9)
ヘテロアリールであって、このとき前記フェニル基、ナフチル基、(C3-C10)シクロアルキ
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ル基、または(C2-C9)ヘテロアリール基のそれぞれは、非置換であっても、あるいはハロ
ゲン、シアノ、および(C1-C6)アルキルからなる群から独立的に選択される１個、２個、
もしくは３個の置換基で置換されていてもよく;
Pは保護基であり;
Xはヒドロキシまたはハロゲンであり; そして
qは0、1、2、3、または4である。
【０２６７】
【化６７】

【０２６８】
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合物を形成させる。1つの実施態様においては、還元剤はアルミニウムトリイソプロポキ
シドとイソプロパノールである。温度は室温より高く保持するのが好ましく、約60℃～約
82℃に保持するのがさらに好ましい。生成物であるアルコール化合物は、反応混合物を室
温に冷却し、さらなるイソプロパノールで希釈し、そして結晶質物質を採取することによ
って、あるいは反応混合物を室温に冷却し、1NのHClと水を加え、そして結晶質物質を採
取することによって単離することができる。
【０２６９】
反応経路1の工程2は、式R7-SO2-Xの化合物と式(VId-1)の化合物とを塩基の存在下で反応
させて式(VIe-1)の化合物を形成させることを含む。ピリジン、トリエチルアミン、N-メ
チルモルホリン(N-methylmayholine)、およびジイソプロピルエチルアミン(diisoyropyle
thylamine)を含めたいかなるアミン塩基も適切である。1つの実施態様においては、R7-SO

2-R8は、p-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、硫酸、または塩化メタンスルホニル
である。他の実施態様においては、ヒドロキシジオキサン(VId-1)のジオキサンオキサゾ
リジノン(VIe-1)への転化は、ヒドロキシジオキサン(VId-1)を、テトラヒドロフラン溶液
中にて塩化メタンスルホニルとトリエチルアミンで処理し、次いで混合物を加熱して、そ
の場で形成されたメシラートのオキサゾリジノンへの環化を起こさせることによって達成
することができる。
【０２７０】
反応経路1の工程3においては、式(VIe-1)の化合物を加熱することによって式(VIf-1)の化
合物を形成することができる。化合物VIe-1をピリジンやN-メチルイミダゾール等の溶媒
中に溶解し、混合物を約50℃～約100℃(好ましくは約80℃)の温度で数時間加熱すること
によって反応が進行する。酢酸エチル等の有機溶媒中に抽出し、この溶液を水性酸で抽出
することによりアミン溶媒を除去することによって、メシラート(VIf-1)を回収すること
ができる。
【０２７１】
反応経路1の工程4は、塩酸ヒドロキシルアミンと式R7-SO2-Xの化合物と式(VIf-1)の化合
物とを反応させて式(VIg-1)の化合物を形成することを示している。ある実施態様におい
ては、R7-SO2-Xは、p-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、硫酸、または塩化メタン
スルホニルである。本反応はメタノール等の溶媒中で行うことができる。ある実施態様に
おいては、本反応は、メタノール中にてp-トルエンスルホン酸の存在下で8～24時間還流
して行う。得られるニトリルオキサゾリジノンは少量の対応するエチルエステルを含有す
るが、これは次の工程において所望するラクトンに転化されるので除去はしない。
【０２７２】
反応経路1の工程5は、a)塩基の存在下にて式(VIg-1)の化合物を水溶液で加水分解するこ
と、b)このようにして形成される化合物のアミン基を保護すること、およびc)このように
して形成される化合物を熱と酸触媒で環化させること、を含む。ある実施態様では、化合
物VIg-1を水酸化ナトリウムで加水分解する。pHを約10に調節し、テトラヒドロフランとB
OCジカーボネートを加える。これにより保護ヒドロキシ酸が得られ、これを10%酢酸とト
ルエン中で加熱して保護アミンラクトン(V-1)を得ることができる。
【０２７３】
式(V-1)の化合物はさらに、反応経路2にしたがって製造することもできる。
【０２７４】
【化６８】
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【０２７５】
反応経路2の工程1においては、式(VI-1)の化合物とオゾンとを反応させて式(VIa-1)の化
合物を得る。化合物VI-1を溶媒(たとえば酢酸エチル)中に溶解し、出発物質であるジオキ
サンケトンが実質的に反応するまで、オゾンを、室温未満の温度で(好ましくは約－15℃
で)吹き込み導入する。溶液中に窒素をバブリングすることによって過剰のオゾンを除去
することができる。亜硫酸水素ナトリウム水溶液で処理してヒドロペルオキシドを除去し
た後に、粗製ケトンエステル混合物単離することができる。
【０２７６】
これとは別に、反応経路2の工程1では、式(VIa-1)の化合物は、式(VI-1)の化合物と次亜
塩素酸とを反応させることによって形成することができる。このような酸化反応は一般に
、化合物VIa-1のほかに、化合物VIa-1の塩素化形物質を副生物として生成する。この酸化
反応は、化合物VI-1を溶媒(たとえば、酢酸および/またはアセトン)に溶解してミキシン
グし、本混合物を低温(好ましくは約0℃以下)に保持しつつ次亜塩素酸ナトリウムを加え
ることによって行う。
【０２７７】
化合物VIa-1の塩素化形物質(副生物)を式V-1の化合物に転化するための1つの方法として
、次亜塩素酸酸化反応から形成される化合物を、所望により、触媒の存在下にて水素と反
応させることによって水素化することができる。この水素化は、次亜塩素酸酸化反応から
の生成物をテトラヒドロフランと水との溶媒系中に導入すること、次いでPd/C触媒を加え
ることを含んでよい。この混合物を、大気圧より高い圧力および周囲温度より高い温度で
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水素にて処理する。ある実施態様では、圧力は約80ポンド/in2であり、反応が実質的に完
了するまで、温度を約60℃～約70℃に保持する。
【０２７８】
反応経路2の工程2においては、式(VIa-1)の化合物とシリル化剤(silyating agent)とを反
応させ、そしてこのようにして形成される化合物と還元剤とを反応させることによって、
式(VIb-1)の化合物を形成することができる。ある実施態様においては、還元剤はN-セレ
クトリド(N-selectride)である。他の実施態様においては、シリル化剤は1,1,1,3,3,3-ヘ
キサメチル-ジシラザンである。この還元反応は、約0℃以下(好ましくは約－20℃以下、
さらに好ましくは約－50℃以下)の温度で行う。さらに、還元剤はやや過剰に存在してよ
い。
【０２７９】
反応経路2の工程3においては、酸触媒(たとえば酢酸)の存在下にて式(VIb-1)の化合物を
加熱することによって式(V-1)の化合物が形成される。ある実施態様においては、化合物V
Ib-1を混合溶媒(たとえば、トルエンと10%酢酸)中に溶解して8～16時間還流することによ
って環化反応が行われる。これにより、最終処理後に、所望のラクトンが結晶質固体とし
て得られる。
【０２８０】
式(VI-1)の化合物を製造する1つの方法は、式(VII-1)
【０２８１】
【化６９】

【０２８２】
の化合物とマグネシウムとを含んだ混合物に2-(2-ブロモ-エチル)-[1,3]ジオキサンを加
えることによってその場で形成されるグリニャール試剤と、式(VII-1)の化合物とを反応
させることによるものである。ある実施態様においては、前記混合物が、塩化メチルマグ
ネシウムおよび/または臭化メチルマグネシウムを溶媒中にさらに含む。反応から生じる
発熱は、臭化物の添加速度を調節することによって制御することができる。
【０２８３】
式(VII-1)の化合物は、N,O-ジメチルヒドロキシルアミン塩酸塩と式(VIII-1)
【０２８４】
【化７０】

【０２８５】
の化合物とをカップリングすることによって形成することができる。このカップリング反
応は混合無水物法によって行うことができる。1つの混合無水物法においては、化合物VII
I-1と塩化メチレンとを混合し、N-メチルモルホリンを加え、次いでクロロギ酸イソブチ
ルを加える。別個の混合物として、N,O-ジメチルヒドロキシルアミン塩酸塩のスラリーを
N-メチルモルホリンで処理する。これらの2つの混合物を合わせて反応させ、次いでクエ
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0℃以下の温度で操作するのがさらに好ましい。
【０２８６】
式(V-1)の化合物を使用して、反応経路3にしたがって式(IVa1-1)の化合物を製造すること
ができる。
【０２８７】
【化７１】

【０２８８】
反応経路3の工程1においては、塩基の存在下にて4-ハロ-2-メチル-2-ブテンと式(V-1)の
化合物とを反応させることによって、式(IVa1-1)の化合物を形成することができる。代表
的な塩基としては、リチウムジアルキルアミド(たとえば、リチウムN-イソプロピル-N-シ
クロヘキシルアミド、リチウムビス(トリメチルシリル)アミド、およびリチウムジイソプ
ロピルアミドなど)および水素化カリウムなどがある。適切な溶媒としては、エーテル(た
とえばテトラヒドロフラン、グライム、またはジオキサン)、ベンゼン、またはトルエン
等の非プロトン性極性溶媒があり、好ましいのはテトラヒドロフランである。上記の反応
は、約－78℃～約0℃(好ましくは約－78℃)の温度で行う。ある実施態様では、ラクトン(
V-1)のアルキル化は、ラクトン(V-1)とリチウムビス(トリメチルシリル)アミドおよび臭
化ジメチルアリルとを、約－78℃～約－50℃の温度で反応させることによって達成するこ
とができる。反応時間は数時間の範囲である。ジメチルイミダゾリジノン等の添加物質が
存在する場合、反応は数分で完了することがある。
【０２８９】
式(IVa1-1)の化合物を使用して、反応経路4にしたがって式(Ia-1)の化合物を製造するこ
とができる。
【０２９０】
【化７２】
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【０２９１】
反応経路4の工程1においては、式(IVa1-1)の化合物とリン酸とを反応させることによって
式(IIIa-1)の化合物が形成される。この反応は、非アルコール性溶媒等の適切な溶媒中で
行うのが好ましい。2つの好ましい溶媒はテトラヒドロフランとジクロロエタンである。
この反応は、いかなる適切な温度(好ましくは約－25℃～約120℃、さらに好ましくは約15
℃～約40℃)でも行うことができる。反応時間は、温度、バッチサイズ、量、および他の
ファクターに依存するが、一般には約2時間～約14時間である。
【０２９２】
反応経路4の工程2は、式R1-CO-Xを有する化合物と化合物IIIa1-1とをカップリングして式
(IIa1-1)の化合物を形成することを示している。このカップリング反応は、一般には約－
30℃～約80℃の温度で行われ、好ましくは約0℃～約25℃の温度で行われる。このカップ
リング反応は、酸官能価を活性化するカップリング試剤を使用して行うことができる。代
表的なカップリング試剤としては、ジシクロヘキシルカルボジイミド/ヒドロキシベンゾ
トリアゾール(DCC/HBT)、N-3-ジメチルアミノプロピル-N'-エチルカルボジイミド(EDC/HB
T)、2-エトキシ-1-エトキシカルボニル-1,2-ジヒドロキノリン(EEDQ)、カルボニルジイミ
ダゾール(CDI)、およびジエチルホスホリルシアニドなどがある。カップリング反応は不
活性溶媒(好ましくは、テトラヒドロフラン、アセトニトリル、ジクロロメタン、クロロ
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溶媒の1つはテトラヒドロフランである。ある実施態様では、無水テトラヒドロフラン中
にてキノキサリン酸(quinoxaline acid)とCDIとを混合し、これを加熱してアシルイミダ
ゾールを得る。このアシルイミダゾールに室温にて化合物IIIa1-1を加えて化合物IIa1-1
を形成させる。
【０２９３】
反応経路4の工程3は、式NHR4R5を有するアミンと式IIa1-1の化合物とを反応させて式(Ia-
1)の化合物を形成させることを含む。ある実施態様においては、アミンはアンモニアであ
り、有機溶媒中にて無水であるか、あるいは水酸化アンモニウムの水溶液として、約－10
℃～約35℃の温度にて(好ましくは約30℃にて)極性溶媒に加えられる。適切な溶媒として
は、メタノール、エタノール、またはブタノール等のアルコール; テトラヒドロフラン、
グライム、またはジオキサン等のエーテル; あるいはこれらの混合物(水性混合物を含む)
; がある。溶媒はメタノールであるのが好ましい。ある実施態様においては、アンモニア
ガスで飽和したメタノール中に化合物IIa1-1を溶解する。他の実施態様においては、化合
物IIa1-1のメタノール溶液を、室温にて水酸化アンモニウムのテトラヒドロフラン溶液で
処理する。
【０２９４】
反応経路5は、式IVa1-1の化合物から式Ia-1の化合物を形成するための代替法を示してい
る。
【０２９５】
【化７３】
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【０２９６】
反応経路5の工程1においては、式(IVa1-1)の化合物と式R9-SO2-Xの化合物とを反応させて
、式(IVa2-1)の化合物を形成させる。酸性条件でのいかなる適切な脱保護反応も行うこと
ができる。1つの例では、過剰のp-トルエンスルホン酸水和物を酢酸エチル中に溶解して
得た溶液を、室温にて化合物IVa1-1に導入する。適切な溶媒としては、酢酸エチル、アル
コール類、テトラヒドロフラン、およびこれらの混合物がある。本反応は周囲温度以上の
温度にて進行する。本反応は通常、2～12時間以内に実質的に完了する。こうして得られ
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る化合物IVa2-1を結晶化させ、反応混合物から分離し、高温の酢酸エチルからの再結晶に
よって不純物を除去して精製することができる。
【０２９７】
反応経路5の工程2においては、式R1-CO-Xの化合物と化合物IVa2-1とをカップリングさせ
て式(IIIa2-1)の化合物を形成することができる。カップリング反応は通常、約－30℃～
約80℃(好ましくは約0℃～約25℃)の温度で行う。カップリング反応は、酸官能価を活性
化するカップリング試剤を使用して行うことができる。代表的なカップリング試剤として
は、ジシクロヘキシルカルボジイミド/ヒドロキシベンゾトリアゾール(DCC/HBT)、N-3-ジ
メチルアミノプロピル-N'-エチルカルボジイミド(EDC/HBT)、2-エトキシ-1-エトキシカル
ボニル-1,2-ジヒドロキノリン(EEDQ)、カルボニルジイミダゾール(CDI)/ジメチルアミノ
ピリジン(DMAP)、およびジエチルホスホリルシアニドなどがある。カップリング反応は不
活性溶媒(好ましくは、アセトニトリル、ジクロロメタン、クロロホルム、またはN,N-ジ
メチルホルムアミド等の非プロトン性溶媒)中にて行う。好ましい溶媒の1つは塩化メチレ
ンである。ある実施態様では、キノキサリン酸を、塩化メチレン、塩化オキサリル、およ
び触媒量のN,N-ジメチルホルムアミドと混合して酸塩化物錯体を形成させる。この酸塩化
物錯体に化合物IVa2-1を加え、次いでトリエチルアミンを約0℃～約25℃の温度にて加え
て化合物IIIa2-1を形成させる。
【０２９８】
反応経路5の工程3は、化合物IIIa2-1とトリフルオロ酢酸とを反応させて式(IIa2-1)の化
合物を生成させることを含む。ある実施態様では、トリフルオロ酢酸による水和を室温に
て塩化メチレン溶液中で行う。この水和は、室温にて完了するのに数時間かかる。反応溶
液に触媒量の硫酸を加えて、反応速度を高めることができる。
【０２９９】
反応経路5の工程4は、式NHR4R5のアミンと式IIa2-1の化合物とを反応させて式(Ia-1)の化
合物を形成させることを含む。ある実施態様においては、アミンはアンモニアであり、有
機溶媒中にて無水であるか、あるいは水酸化アンモニウムの水溶液として、約－10℃～約
35℃の温度にて(好ましくは約30℃にて)極性溶媒に加えられる。適切な溶媒としては、メ
タノール、エタノール、またはブタノール等のアルコール; テトラヒドロフラン、グライ
ム、またはジオキサン等のエーテル; あるいはこれらの混合物(水性混合物を含む); があ
る。溶媒はメタノールであるのが好ましい。ある実施態様においては、アンモニアガスで
飽和したメタノール中に化合物IIa2-1を溶解する。他の実施態様においては、化合物IIa2
-1のメタノール溶液を、室温にて水酸化アンモニウムのテトラヒドロフラン溶液で処理す
る。
【０３００】
本発明において有用な特定の薬物群(特に、薬物がナノ粒子形である場合)は、ダナゾール
、5α,17α-1'-(methylsulfonyl)-1'H-pregn-20-yno-[3,2-c]-pyrazol-17-ol、ピポスル
ファム(piposulfam)、ピポスルファン(piposulfan)、カンプトテシン、およびエチル-3,5
-ジアセトアミド-2,4,6-トリヨードベンゾエートである。
【０３０１】
ミクロ粒子形の薬物
本明細書で使用している“ミクロ粒子形”とは、一般には平均粒径が約10μm以下(好まし
くは約5μm以下)で、一般には平均粒径が約400nm以上の薬物粒子を含んだ薬物の溶解性改
良形を表わしている。このようなミクロ粒子形の薬物は、一般には主として結晶質である
が、実質的な量の非晶質薬物を含有してもよい。種々のタイプの微粉砕操作や磨砕操作に
よって、従来のバルク状薬物をミクロ粒子形に変えることができる。たとえば、乾式微粉
砕、湿式微粉砕、湿式磨砕、ボールミル粉砕、およびエアジェット粉砕を使用して、バル
ク状結晶質薬物の粒径を小さくすることができる。たとえば、Lachmanらによる“The The
ory and Practice of Industrial Pharmacy, Chapter 2, "Milling"(1986)”およびMotoy
amaらによる米国特許第4,540,602号を参照。多くの場合、処理がなされるときの薬物の凝
集やケーキングのために、得られる薬物の最小粒径が制限される。微粉砕もしくは磨砕工
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程時またはその前に、種々の賦形剤〔たとえば界面活性剤、ポリマー、および無機粉末(
たとえば二酸化ケイ素)〕をミキシングすることが、小さな粒径を得るのに効果的である
ことがわかっている。
【０３０２】
よく知られているように、結晶質薬物の粒径を小さくすると、薬物溶解速度と薬物溶解の
程度が高くなる。このようなミクロ粒子薬物形は、より大きな粒径の薬物形と比較して高
いバイオアベイラビリティを示すことが多い。こうしたバイオアベイラビリティの向上は
、薬物溶解速度の増大、また場合によっては、より高い薬物溶解レベルの達成に対する直
接的な結果であると考えられる。
【０３０３】
このような磨砕工程や微粉砕工程の前に、あるいはこのような磨砕工程や微粉砕工程の後
に、結晶質薬物に濃度増大用ポリマー(concentration-enhancing polymer)を加えると、
薬物溶解速度がさらに高くなることがある。濃度増大用ポリマーを加えるとさらに、溶解
薬物の最大濃度が高くなるか、あるいは溶解薬物の濃度が高いままである時間が長くなる
ことがある。
【０３０４】
ナノ粒子形の薬物
本明細書で使用している“ナノ粒子”および“ナノ粒子形”とは、一般には約1um以下(好
ましくは約400nm以下、さらに好ましくは約250nm以下、さらに好ましくは約100nm以下)の
有効平均粒径を有する粒子の形態における、薬物の溶解性改良形を表わしている。このよ
うなナノ粒子形の薬物の例が、米国特許第5,145,684号に詳細に開示されている。
【０３０５】
このようなナノ粒子薬物形は一般に、約10mg/ml以下の水溶解度を有する約10重量%～約99
.9重量%の結晶質薬物物質と、約400nm以下の有効平均粒径を有する薬物物質とを含む。米
国特許第5,145,684号に記載されているように、ナノ粒子薬物形は本質的に、10重量%～99
.9重量%の、10mg/ml以下の水溶解度を有する結晶質薬物物質からなるのが好ましく、この
とき前記薬物物質は、0.1～90重量%の量にてその表面上に吸着されていて、約400nm以下
の有効平均粒径を保持するに足る非架橋の表面変性剤を有する。
【０３０６】
粒径は、当業者によく知られている従来の粒径測定法(たとえば、沈降場流動分画法、フ
ォトン相関分光法、またはディスク遠心沈殿法)によって測定することができる。“約400
nm以下の有効平均粒径”とは、上記の方法で測定したときに、少なくとも90%の粒子が約4
00nm以下の重量平均粒径を有する、ということを意味している。本発明の好ましい実施態
様は、約250nm以下の有効平均粒径を有する。本発明の幾つかの実施態様では、有効平均
粒径は約100nm以下である。有効平均粒径に言及する場合は、粒子の少なくとも95%が、さ
らに具体的には少なくとも99%が有効平均以下である粒径(たとえば400nm)を有するものと
する。
【０３０７】
薬物のナノ粒子は、薬物物質を液体分散媒中に分散する工程、および磨砕媒体の存在下で
機械的手段を施して、薬物物質の粒径を有効平均粒径に減少させる工程、を含む方法にて
製造することができる。粒子は、表面変性剤の存在下でサイズを減少させることができる
。これとは別に、粒子を磨砕した後に、粒子と表面変性剤とを接触させることもできる。
【０３０８】
ナノ粒子を製造するための一般的な方法を以下に記載する。薬物物質を市販品から入手す
る、および/または、当業界に公知の方法によって従来の粗粒形態(coarse form)にて調製
する。選定する粗粒薬物物質の粒径は約100μm以下(篩分析により測定)であるのが好まし
いが、必須要件ではない。薬物物質の粗粒径が約100μm以上である場合は、従来の微粉砕
法(たとえば、エアジェット粉砕やフラグメンテーション粉砕)を使用して、薬物物質の粒
径を100μm未満に減少させるのが好ましい
次いで、選定した粗粒薬物物質を、それが本質的に不溶性である液体媒体に加えてプレミ
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ックスを形成させる。液体媒体中の薬物物質の濃度は約0.1～60重量%の範囲で変わってよ
く、好ましくは5～30重量%である。必須要件ではないが、プレミックス中に表面変性剤が
存在してもよい。
【０３０９】
本混合物を直接使用し、機械的手段にて処理することにより、薬物物質の平均粒径を所望
のサイズに減少させることができる。磨砕のためにボールミルが使用されるときにこのプ
レミックスを直接使用するのが好ましい。これとは別に、肉眼で見えるような大きな凝集
物の存在しない均一な混合物が観察されるまで、適切な撹拌器具(たとえば、ローラーミ
ルやCowlesタイプのミキサー)を使用して、薬物を液体媒体中に混合することもできる。
磨砕のために再循環媒体ミル(a recirculating media mill)が使用されるときは、プレミ
ックスをこのような予備粉砕ミキシング工程にて処理するのが好ましい。
【０３１０】
薬物物質の粒径を適切に減少させるのに施される機械的手段は、ミルの形態をとってよい
。適切なミルとしては、ボールミル、磨砕ミル、振動ミル、および媒体ミル(たとえば、
サンドミルやビーズミル)などがある。意図する結果(すなわち、所望の粒径減少)を得る
のに必要とされる粉砕時間が比較的短いことから、媒体ミルが好ましい。媒体粉砕の場合
、プレミックスの見掛け粘度は約100～約1000センチポイズであるのが好ましい。ボール
ミル粉砕の場合、プレミックスの見掛け粘度は約1～約100センチポイズであるのが好まし
い。このような範囲であれば、効率的な粒子フラグメンテーションと媒体の侵食との間に
最適のバランスが得られやすい。
【０３１１】
粒径減少工程のための磨砕媒体は、好ましくは約3mm以下(さらに好ましくは約1mm以下)の
平均粒径を有する、球状形態もしくは粒状形態の硬質媒体から選択することができる。こ
のような媒体は、本発明の粒子に対する処理時間がより短く、粉砕装置に加える水がより
少なくて済むのが望ましい。磨砕媒体のための物質の選択はそれほど重要なことではない
と考えられる。酸化ジルコニウム(たとえば、マグネシウムで安定化させた95%ZrO)、ケイ
酸ジルコニウム、およびガラス磨砕媒体を使用すると、医薬用組成物の製造に対して許容
しうると考えられる汚染レベルの粒子が得られる。しかしながら、ステンレス鋼、チタニ
ア、アルミナ、およびイットリウムで安定化させた95%ZrO等の他の媒体も有用であると思
われる。約3g/cm3以上の密度を有する媒体が好ましい。
【０３１２】
磨砕時間は広い範囲で変わり、主として、機械的手段の種類と選択する処理条件に依存す
る。ボールミルの場合、最大で５日またはそれ以上の処理時間が必要となる。一方、高剪
断媒体ミルを使用すると、1日未満の処理時間(1分～最大7時間の滞留時間)で所望の結果
が得られる。
【０３１３】
粒子のサイズは、薬物物質の分解があまり起こらないような温度で減少させなければなら
ない。必要であれば、処理装置を従来の冷却装置で冷却することができる。この方法は、
周囲温度の条件下にて、そして粉砕プロセスにとって安全で且つ効果的な処理圧力で行う
のが適切である。たとえば、ボールミル、磨砕ミル、および振動ミルに対しては周囲処理
圧力(ambient processing pressure)で行うのが普通である。媒体粉砕に対しては、最大
約20psi(1.4kg/cm2)までの処理圧力が一般的である。磨砕の後に、プレミックスまたは混
合物に表面変性剤を加えて、有効平均粒径を保持しやすくすることができる。所望により
、混合物を、たとえば超音波エネルギー供給装置を使用して超音波処理工程に付すことが
できる。たとえば、混合物を、20～80kHzの周波数を有する超音波エネルギーにて約1～12
0秒処理することができる。
【０３１４】
粉砕工程の前あるいは後に、薬物に濃度増大用ポリマーを加えることができる。ナノ粒子
形の薬物と濃度増大用ポリマーとを含んだ組成物の製造について以下に説明する。
【０３１５】
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安定性を高めたナノ粒子を形成する他の方法が、米国特許第5,560,932号(該特許の全開示
内容を参照により本明細書に含める)に記載されている。薬物形(drug form)は、本質的に
、表面変性用およびコロイド安定性増大用の表面活性剤の存在下にて下記工程により製造
される:
1.　撹拌しながら薬物を塩基水溶液中に溶解する;
2.　上記配合物#1を、撹拌しながら表面活性剤(または表面変性剤)溶液に加えて、透明な
溶液を形成させる;
3.　上記配合物#2を、撹拌しながら適切な酸溶液で中和し、次いで下記の手順を施す;
4.　形成された塩を透析またはダイアフィルトレーションによって除去する; および/ま
たは
5.　分散液を従来法によって濃縮する。
【０３１６】
一般には、この方法により、室温条件で保存しても又は冷却状態で保存しても粒径が安定
な、約400nm以下(フォトン相関分光法により測定)の有効平均粒径を有する安定化された
ナノ粒子が得られる。好ましい実施態様は、約250nm以下の有効粒径を有する。本発明の
幾つかの実施態様においては、約100nm以下の有効平均粒径がさらに好ましい。有効平均
粒径に関しては、粒子の少なくとも95%が、さらに好ましくは少なくとも99%が有効平均粒
径(たとえば400nm)以下の粒径を有するのが好ましい。特に好ましい実施態様においては
、実質的に全ての粒子が400nm以下の粒径を有する。幾つかの実施態様においては、実質
的に全ての粒子が250nm以下の粒径を有する。
【０３１７】
ナノ粒子を製造するさらに他の方法が米国特許第5,874,029号(該特許を参照により本明細
書に含める)中に記載されている。この実施態様では、ノズルを介して薬物/溶媒溶液を逆
溶媒中に噴霧する。より詳細に説明すると、この方法は、(1)溶液(溶媒中に溶解した薬物
を含む)と圧縮ガス〔すなわちエネルギー供給ガス(energizing gas)〕をノズル中に導入
する工程; および(2)溶液がノズル出口において霧化液滴のスプレーを形成するような条
件下にて、圧縮ガスをノズルに流す工程; を含む。ある実施態様では、溶液と圧縮ガスが
ノズルの別々の流路を流れる。圧縮ガスは、ノズル出口においてスプレーが極めて小さな
液滴になるような速度でノズルを出る。霧化されたスプレー液滴を逆溶媒と接触させて霧
化スプレー液滴中の溶媒減少を起こさせ、これにより溶質から粒子を形成させる。極めて
小さなスプレー液滴と実質的に純粋な逆溶媒の乱流流れとが接触すると、溶媒減少速度が
高くなり(すなわち、物質移動速度が高くなり)、また液滴の凝集が起こる恐れが少なくな
る。
【０３１８】
吸収薬物
他の溶解性改良形の薬物は、ある物質中に吸収された形の薬物である〔以後、“吸収され
た(absorbed)”、“吸収薬物(absorbed drug)”、または“吸収薬物形(absorbed drug fo
rm)”と呼ぶ〕。1つの例は、水膨潤性ではあるが水不溶性の架橋ポリマー中に導入された
形の薬物である。このような溶解性改良形の例が米国特許第5,569,469号に開示されてい
る(該特許の開示内容を参照により本明細書に含める)。架橋ポリマー中に導入された形の
吸収薬物を製造するための1つの方法は、下記のような二段階にて行われる:
第1段階: 第1段階においては、公知の方法(たとえば、下記の方法のいずれか)によって薬
物を、水膨潤性ではあるが水不溶性の架橋ポリマー(または２種以上のこのようなポリマ
ーの混合物)中に導入する:
(1a)　薬物を適切な溶媒中に溶解し、ポリマーの膨潤能力と溶液中の薬物濃度に基づいて
選定される溶液対ポリマーの重量比にて、所定量のポリマー上に特定量の溶液を噴霧する
。噴霧操作は、こうした目的に対して使用されるいかなる装置でも行うことができる(た
とえば、連続撹拌反応器、連続回転のロータリーエバポレーター、一定ミキシング下での
減圧グラニュレータ、乳棒による軽いミキシング下での乳鉢、あるいはポリマーがエア流
れ中に懸濁状態で保持されている流動床)。次いで、得られる生成物を前記装置または他
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の適切な装置中で乾燥する。
【０３１９】
(1b)　薬物を適切な溶媒中に溶解し、水膨潤性ではあるが水不溶性の架橋ポリマー(また
は２種以上のこのようなポリマーの混合物)のある量を、得られた溶液より過剰に懸濁さ
せる。ポリマー粒子が膨潤するまで、懸濁液を撹拌し続ける。次いで懸濁液を濾過するか
、あるいは他の適切な手段によって分離し、生成物を回収して乾燥する。
【０３２０】
(1c)　粉末形態の薬物と、粉末形態の、水膨潤性ではあるが水不溶性の架橋ポリマー(ま
たは２種以上のこのようなポリマーの混合物)とを均一に混合し、適切な装置(たとえばボ
ールミル、高エネルギー振動ミル、およびエアジェットミルなど)にて磨砕する。
【０３２１】
(1d)　粉末形態の薬物と、粉末形態の、水膨潤性ではあるが水不溶性の架橋ポリマーとを
均一に混合し、次いで薬物が溶融してポリマーによって吸収されるまで、装置(たとえば
オーブン、ロータリーエバポレーター、反応容器、または油浴など)中にて薬物の融点に
まで加熱する。
【０３２２】
薬物と前記ポリマー(または２種以上のポリマーの混合物)との重量比は、全ての場合にお
いて、ポリマー100重量部当たり薬物0.1～1000重量部であり、好ましくはポリマー100重
量部当たり薬物10～100重量部である。
【０３２３】
第2段階: 第2段階においては、第1段階に関して記載の方法のいずれかによって薬物が組
み込まれたポリマーを、適切な方法(たとえば、下記の方法のいずれか)によって蒸気状態
または液体状態の溶媒と接触させる:
(2a)　薬物が組み込まれたポリマーをチャンバー中に導入し、このチャンバー中に、弁を
介して蒸気状態の溶媒を供給する。チャンバーは、第1段階の操作を行ったチャンバーで
あってよい。
【０３２４】
(2b)　チャンバー内に配置された溶媒容器により生成される溶媒蒸気で既に飽和された状
態の密封チャンバー中に薬物が組み込まれたポリマーを導入し、飽和が完了するまで密封
チャンバー中に保持する。
【０３２５】
(2c)　薬物が組み込まれたポリマーをエア流れによって流動床中に懸濁し、次いで液体溶
媒と共に噴霧するか、あるいは溶媒蒸気で飽和されたエア流れに暴露する。
【０３２６】
(2d)　薬物が組み込まれたポリマーを、たとえば反応容器やミキサー中にて液体状態の過
剰の溶媒中に懸濁し、次いで他の手段によって濾別または分離する。薬物が組み込まれた
ポリマーと蒸気状態もしくは液体状態の溶媒との間の接触時間は、表面層における高い薬
物濃度という所望の特性を得るべくなされる薬物/ポリマー/溶媒の組合わせ、および/ま
たは薬物の物理的状態がより低い融点の結晶質状態へと変換することに依存する。気体状
態の溶媒による処理は20℃～100℃の温度で行うのが好ましく、液体状態の溶媒による処
理は5℃～90℃の温度で行うのが好ましい。気体状溶媒との接触時間は、溶媒が水でない
場合は0.5～48時間であり、溶媒が水である場合は12～36時間である。液状溶媒との接触
時間は、溶媒が水でない場合は1分～96時間であり、溶媒が水である場合は1～15時間であ
る。生成物の最終的な乾燥は、オーブン中にて減圧下で20℃～100℃の温度で行うのが好
ましい。
【０３２７】
本発明の方法にとって適した溶媒(または溶媒混合物)は、ポリマーを膨潤させることがで
きるか、あるいは薬物が組み込まれているポリマーによって吸収されうる全ての溶媒であ
る。このような溶媒の例としては、水、水-アルコール混合物、メタノール、エタノール
、高級アルコール、アセトン、塩素化溶媒、ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、フッ
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化炭化水素、および他の溶媒などがある。
【０３２８】
本発明の方法において使用する(単独、あるいは２種以上の組合わせとして)のに適した水
膨潤性ではあるが水不溶性の架橋ポリマーとしては、“National Formulary XV, Supplem
ent 3, p.368”に記載の架橋ポリビニルピロリドン(クロスポビドンと省略して呼んでい
る); “National Formulary XV, Supplement 3, p.367”に記載の架橋カルボキシメチル
セルロースナトリウム; WO83/00809およびFenyvestらによる“Pharmacie, 39, 473, 1984
”に記載の架橋β-シクロデキストリンポリマー; ならびに架橋デキストラン; などがあ
る。架橋ポリマーを形成させるのに適した他のポリマーは、水に対する高い膨潤性を可能
にする親水性ポリマー格子と、前記ポリマー格子の特性によってきまる水不溶性とを有し
ていなければならない。
【０３２９】
したがってある実施態様においては、吸収薬物形は、溶解性の低い薬物を、薬物の溶解速
度を高めることのできる形でポリマー物質に担持させており、こうした吸収薬物形は、1)
 水膨潤性ではあるが水不溶性の架橋ポリマー粒子を薬物の非水性有機溶媒溶液で処理し
て乾燥することによって、あるいは前記架橋ポリマー粒子と薬物とを混合し、薬物の融点
にまで加熱し、そして周囲温度に冷却することによって、架橋ポリマー粒子中に組み込ま
れた薬物を形成させる工程; 2) このようにして形成される生成物を、ポリマーを膨潤さ
せることのできる気体状もしくは液状の非水性有機溶媒と接触させる工程、このとき気体
状溶媒との接触は0.5～48時間の範囲で行い、液状溶媒との接触は1分～96時間の範囲で行
う; および3) 工程2)において得られる生成物を減圧にて乾燥して、ポリマー物質に担持
された薬物を得る工程、このとき薬物は、準安定の非晶質状態から安定な高エネルギー結
晶質状態に変換しており、内部層よりポリマー粒子の表面層に高濃度で存在している; を
含む方法によって製造される。
【０３３０】
こうした薬物形の他の実施態様が米国特許第4,769,236号に記載されている(該特許を参照
により本明細書に含める)。この実施態様は一般に、安定剤および結晶の形成を妨げる薬
剤の存在下にて非晶質形の薬物を噴霧乾燥することによって得られる。こうして得られる
薬物形を架橋ポリマー上に吸収させて再結晶が起こらないようにする。
【０３３１】
こうした薬物形の他の実施態様が、米国特許第5,008,114号、5,225,192号、5,275,824号
、5,354,560号、5,449,521号、5,449,521号、および5,569,469号に記載されている(これ
らの特許を参照により本明細書に含める)。
【０３３２】
ナノ懸濁液形の薬物
本発明の他の実施態様においては、薬物の溶解性改良形はナノ懸濁液である。ナノ懸濁液
は、液中固体(solid-in-liquid)または半固体中固体(solid-in-semisolid)の分散系であ
り、分散相は、活性化合物のみ又は活性化合物の混合物を含む。分散相の平均直径は通常
10nm～1,000nm(フォトン相関分光法により測定)であり、分散活性相のサイズ分布はかな
り狭い。すなわち、活性粒子集団中の“ミクロ粒子”(すなわち、約5μmより大きい粒子)
の割合は極めて低い。ナノ懸濁液は、界面活性剤を含有していなくてもよいし、あるいは
界面活性剤もしくは安定剤またはそれら両方を含んでもよい。ナノ懸濁液はさらに、凍結
乾燥もしくは噴霧乾燥することができ、またナノ懸濁液のナノ粒子はさらに、固体キャリ
ヤーマトリックス中に組み込むこともできる。米国特許第5,858,410号を参照のこと(該特
許の全開示内容を参照により本明細書に含める)。
【０３３３】
ナノ懸濁液を得るための方法は数多くあるが、1つの適切な方法は、多量のエネルギーの
導入を伴うキャビテーション力、剪断力、または衝撃力を使用することによって固体粒子
を微粉砕するという方法である。固体粒子を微粉砕するための特定のプロセスは、活性薬
物の水性懸濁液を作製すること、および前記水性懸濁液を、少なくとも1回(最大10～30回
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まで)ピストン-ギャップ・ホモジナイザー(a piston-gap homogenizer)に通すことを含む
。代表的なピストン-ギャップ・ホモジナイザーは、ミクロン・ラブ(Micron Lab) 40, ミ
クロフルイダイザー(Microfluidizer) モデル110-Y(ミクロフルイディクス社)およびナノ
ジェット(Nanojet)(ナノジェット・エンジニアリング GmbH)である。ナノ懸濁液を製造す
るための別の方法は、超臨界溶液からの急速な膨張による方法である。米国特許第6,177,
103号を参照のこと(該特許の全開示内容を参照により本明細書に含める)。この方法では
、(a)薬物と表面変性剤を液化圧縮ガス溶媒中に溶解して1重量%以上の薬物濃度の溶液を
形成させること; (b)工程(a)において得られた圧縮流体溶液を、水中または第2の表面変
性剤を含有する水溶液中に膨張させること; 次いで(c)工程(b)の懸濁液を高圧にて均質化
すること; によってナノ懸濁液が得られる。
【０３３４】
濃度増大用ポリマーを薬物および他の賦形剤と共に微粉砕してもよいし、あるいはナノ懸
濁液形を最初に調製し、次いで濃度増大用ポリマーと混合してもよい。
【０３３５】
過冷却形の薬物
さらに他の溶解性改良形の薬物は、過冷却の形態をとっている薬物である。“過冷却の(s
upercooled)”、“過冷却溶融液(supercooled melt)”、または“過冷却形(supercooled 
form)”とは、周囲条件において通常は固体の結晶質物質もしくは非晶質物質である薬物
が、そのバルク融点未満の温度において固体結晶質状態で存在せず、代わりに原子もしく
は分子のよりランダムな分布(液体または溶融液において観察されるような)を特徴とする
固体状態で存在するように配合されている、ということを意味している。過冷却薬物の例
が米国特許第6,197,349号に開示されている(該特許を参照により本明細書に含める)。
【０３３６】
過冷却薬物は分散液の形態をとることが多い。このような分散液は、下記の工程を特徴と
する特定の溶融乳化法(melt emulsification method)によって製造することができる:
1.　薬物を溶融させる。必要に応じて、薬物の融点を低下させる及び/又は溶融薬物の再
結晶を妨げる１種以上の添加剤を加える。
【０３３７】
2.　所望により、１種以上の安定化剤(たとえば、両親媒性物質、界面活性剤、乳化剤)を
、物理化学的特性に応じて溶融液中もしくは分散媒中に溶解または分散させる。均質化後
に、たとえばポリマーの吸着または水溶性安定剤の透析によって、安定剤をさらに加えて
もよいし、あるいは安定剤を交換してもよい。
【０３３８】
3.　ミキシングの前に分散媒をほぼ溶融温度にまで加熱するのが好ましく、分散媒が添加
剤(たとえば、安定剤、等張性薬剤、緩衝剤、凍結防止剤、および/または防腐剤)を含有
していてもよい。
【０３３９】
4.　所望により、分散媒と溶融液を加え、たとえば振盪、撹拌、超音波処理、または渦巻
流生成によって予備分散して粗製分散液を得る。予備分散は、物質、または物質の混合物
、または物質と添加剤(たとえば安定剤)との混合物の融点より高い温度で行うのが好まし
い。予備分散は、極めて分散性の良い系に対しては省略してもよい。
【０３４０】
5.　好ましくは、物質、または物質の混合物、または物質と添加剤(たとえば安定剤)との
混合物の融点より高い温度で、溶融液を分散媒中に乳化する。乳化は、高圧力均一化また
は超音波処理によって行うのが好ましいが、高速撹拌、渦巻流生成、および手振盪によっ
て行うこともできる。
【０３４１】
6.　次いでこの分散液をさらに処理して適切な剤形にすることができる。
濃度増大用ポリマーを溶融薬物と混合してもよいし、あるいは先ず過冷却薬物形を作製し
、次いでこれを濃度増大用ポリマーと混合してもよい。
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【０３４２】
シクロデキストリン/薬物配合物
当業界では、シクロデキストリンを使用した種々の溶解性改良薬物形がよく知られている
。本明細書で使用している“シクロデキストリン”とは、シクロデキストリンのあらゆる
形態と誘導体を表わしている。シクロデキストリンの特定の例としては、α-シクロデキ
ストリン、β-シクロデキストリン、およびγ-シクロデキストリンがある。シクロデキス
トリンの代表的な誘導体としては、モノもしくはポリアルキル化β-シクロデキストリン
、モノもしくはポリヒドロキシアルキル化β-シクロデキストリン、ヒドロキシプロピル
β-シクロデキストリン(ヒドロキシプロピルシクロデキストリン)、モノ、テトラ、もし
くはヘプタ置換β-シクロデキストリン、およびスルホアルキルエーテルシクロデキスト
リン(SAE-CD)などがある。これらの薬物形(シクロデキストリン誘導体としても知られて
おり、以後“シクロデキストリン/薬物形”と呼ぶ)は、単純な物理的混合物であってもよ
い。このようなものの例が米国特許第5,134,127号に記載されている(該特許を参照により
本明細書に含める)。たとえば、活性薬物とスルホアルキルエーテルシクロデキストリン(
SAE-CD)を錯体に予備形成してから、最終製剤を作製することができる。これとは別に、
放出速度変性剤とSAE-CD/薬物混合物とを含んだ固体コアを取り囲むフィルムコーティン
グを使用することによって薬物を製剤することができる(米国特許第6,046,177('177)に開
示されており、該特許を参照により本明細書に含める)。使用環境にさらされると、SAE-C
D/薬物混合物は錯体に転化する。
【０３４３】
これとは別に、SAE-CDを含有する制御放出製剤は、１種以上のSAE-CD誘導体、任意使用の
放出速度変性剤、治療剤(その大部分がSAE-CDとは錯体形成していない)、およびコアを取
り囲んでいる任意使用の放出速度変性用コーティング、の物理的混合物を含んだコアから
なってよい。本発明が意図している他のシクロデキストリン/薬物形が、米国特許第5,134
,127号、5,874,418号、および5,376,645号に記載されている(これらの特許を参照により
本明細書に含める)。たとえば、シクロデキストリン(たとえばSAE-CD)中に薬物を組み込
む場合は物理的に混合することができ、このとき薬物の大部分は、組成物中のSAE-CDとは
錯体を形成しない。好ましいSAE-CDはスルホブチルエーテル-CDである。
【０３４４】
ソフトゲルの形態の薬物
他の溶解性改良薬物形(以後、“ソフトゲル形”と呼ぶ)は、一般にはソフトゼラチン中に
カプセル封入された薬物に関する。このようなソフトゲル形は通常、ある物質を充填した
ソフトゼラチンカプセルを含み、このとき前記物質は、薬物をある液体中に溶解して得ら
れる高濃度溶液であることが多い。充填物質は一般に、水混和性キャリヤー(たとえば、
ポリエチレングリコールやポリビニルピロリドン)または水不混和性キャリヤー(たとえば
、脂質やオイル)を含み、薬物の溶解に対しては、界面活性剤または乳化剤が使用されて
いる場合も、そうでない場合もある。たとえば、得られるソフトゲルの所望の形状を形成
するように造形された表面キャビティを有する一対のダイロール間を充填物質が通るとき
に、充填物質を２枚のゼラチンシート間にカプセル封入することによって、充填物質がソ
フトゼラチンカプセル中に入れられる。このようなソフトゲル薬物形はよく知られており
、L.Lachman, H.Lieberman, およびJ.Kanigによる“The Theory and Practice of Indust
rial Pharmacy”(Lea and Febiger, publishers, 第３版, 1986)に記載されている。
【０３４５】
ソフトゼラチンカプセルに充填する前に、濃度増大用ポリマーと充填物質とをブレンドす
ることができる。濃度増大用ポリマーはソフトゼラチンカプセルに別々に加えてもよいし
、あるいは先ずソフトゲル薬物形を作製し、次いで濃度増大用ポリマーとブレンドしても
よい。
【０３４６】
ソフトゲル形に対する1つのバリエーションが、米国特許第5,071,643号と第5,360,615号
に記載されている(これらの特許を参照により本明細書に含める)。これらの特許は、10～
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80重量%のポリエチレングリコール、1～20重量%の水、および医薬を含んだ、医薬の溶解
性を高めてソフトゲルの充填に適した高濃度溶液を得るための溶媒系を開示している。本
組成物はさらに、医薬1モル当量当たり0.2～1.0モル当量のイオン化剤を含む。特定の薬
物の溶解性をさらに高めるために、グリセリンまたはポリビニルピロリドンを加えること
ができる。米国特許第5,376,688号(該特許を参照により本明細書に含める)は、0～20%の
水; 医薬溶液; イオン化剤; ならびにジエチレングリコールモノエチルエーテル、オレイ
ン酸ポリグリセロール、α-ヒドロ-w-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)-ポリ(オキシプロ
ピレン)-ポリ(オキシエチレン)ブロックコポリマー、およびこれらの混合物からなる群か
ら選択される溶媒; を含む充填物質を使用することを開示している。
【０３４７】
この薬物形の他の実施態様がEP 0 605 497(該特許を参照により本明細書に含める)に記載
されている。この薬物形は、半液体(a semi-liquid)から、溶解薬物を含有する溶融脂質(
melted lipid)の予備エマルジョンを高圧均質化することによって形成される半固体に変
化させることができる。室温に冷却した後、固体粒子が形成される。薬物の物理化学的性
質に応じて、薬物を脂質中に吸収させることができる。
【０３４８】
ゼラチン形
他の溶解性改良薬物形は薬物のゼラチン形であり、以後これを“ゼラチン形”または“ゼ
ラチン薬物形”と呼ぶ。ゼラチン薬物形は薬物とゼラチンベース物質とを含み、このとき
前記薬物は、一般には水性ベースの溶媒系を使用して、ゼラチンベース物質で被覆されて
いるか、ゼラチンベース物質中にカプセル封入されているか、あるいはゼラチンベース物
質中に分散されている。ゼラチンが薬物の粒子を被覆またはカプセル封入し、薬物粒子の
凝集またはクランピングを防ぎ、これにより薬物の溶解性および/または溶解が高まるも
のと考えられる。(以後、ゼラチンベース物質で被覆された薬物、ゼラチンベース物質中
にカプセル封入された薬物、あるいはゼラチンベース物質中に分散された薬物を表わすの
に“被覆された(coated with)”または“被覆する(coats)”を使用する。
【０３４９】
ある特定のゼラチン形が、米国特許第5,851,275号、第5,834,022号、および第5,686,133
号に記載されている(これらの特許を参照により本明細書に含める)。本実施態様では、薬
物をゼラチンおよびレシチンと混合し、次いで被覆するか、あるいは標準的な被覆法を使
用して薬物をゼラチンとレシチンで被覆する。ゼラチンとレシチンで被覆する場合、一般
的な方法は、35℃～40℃に加熱した水中にゼラチンを溶解する工程を含む。ゼラチン/水
混合物にレシチンを加え、充分に混合する。固体粒状形の少なくとも１種の医薬成分を徐
々に加え、医薬成分粒子の完全且つ均一な被覆を引き起こすように混合する。ゼラチン/
レシチン混合物で被覆した後、凍結乾燥(lyophilization)〔たとえば凍結乾燥(freeze-dr
ying))〕や噴霧乾燥を含めた種々の方法によって水性溶媒を除去する。
【０３５０】
賦形剤(すなわちレシチン/ゼラチン)と医薬成分の一般的な濃度範囲が示されている。コ
ーティング溶液中のゼラチンとレシチンの濃度は、それぞれ約0.001～99.9重量%という広
い範囲であり、さらに好ましくはそれぞれ0.01～2.0重量%の範囲である。コーティング溶
液中の医薬成分の濃度は約0.1～15.0重量%の範囲である。レシチンとゼラチンは1:1の比
で存在するのが好ましい。
【０３５１】
接触工程は、水、ゼラチン、およびレシチンを含んだ混合物で医薬成分を被覆することを
含む。この被覆工程は、医薬成分粒子の単純な浸漬によって果たすことができる。ゼラチ
ンが医薬成分の粒子を被覆し、粒子の凝集またはクランピングを妨げる考えられる。レシ
チン成分は、表面張力を低下させて凝集を妨げるか、ミクロエマルジョンを形成するか、
あるいは医薬成分の溶解を容易にするミセルを形成すると考えられる。こうした補足的な
仕方で作用する際に、ゼラチンとレシチンを含んだコーティングが水不溶性医薬成分の溶
解速度を高める。上記の理論は単に説明のためのものであって、これによって本発明の範
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囲が限定されるわけではない。
【０３５２】
この薬物形の他の実施態様(使用環境における薬物の溶解速度とバイオアベイラビリティ
を高めるのに有用)が、米国特許第5,405,616号と第5,560,924号に開示されている(これら
の特許を参照により本明細書に含める)。この薬物形は一般に、等電点(IEP)が薬物粒子の
電荷に適合するように、等電点に基づいてゼラチンまたはゼラチン誘導体を選択すること
によって作製され、したがってゼラチンまたはその誘導体が所定のpH値にて未溶解薬物と
結びつくと中性電荷となる。ゼラチンまたはその誘導体が水性ゾル形態に転化され、pH値
が、ゼラチンのIEPにしたがって、ほぼ又は完全に中性の電荷にて薬物粒子を安定化させ
る値に設定される。この最終工程の前または後に、薬物を水性ゼラチンゾル中に溶解する
か、あるいは薬物の溶液を水性ゼラチンゾルとブレンドする。次いで、薬物または薬物ブ
レンドを乾燥して乾燥粉末を得る。
【０３５３】
ゼラチンを被覆する前に濃度増大用ポリマーを薬物と混合してもよいし、あるいは先ずゼ
ラチン薬物形を作製し、次いで濃度増大用ポリマーと混合してもよい。
【０３５４】
自己乳化形の薬物
他の溶解性改良薬物形は薬物の自己乳化性形態物であり、以後これを“自己乳化形(self-
emulsifying form)”と呼ぶ。本明細書で使用している“自己乳化形”とは一般に、親油
性の物質または相の混合物中に溶解した薬物と、１種以上の界面活性剤および補助的界面
活性剤(cosurfactant)とを含んだ薬物形を表わしている。自己乳化形が摂取されると、薬
物/親油性物質/界面活性剤の混合物がミクロエマルジョンを形成し、これによってインビ
ボでの薬物の吸収が増大する。自己乳化薬物形では、結晶質状態からの低溶解性薬物の吸
収速度を制限することの多い溶解工程が不要となる。たとえば、C.W.Poutonによる「“Fo
rmation of Self-Emulsifying Drug Delivery Systems” Advanced Drug Delivery Revie
ws, 25 (1997) 47-58」を参照のこと。自己乳化薬物形は、ソフトゲル薬物形に関して説
明したように、ソフトゼラチンカプセル中に充填されることが多い。
【０３５５】
ある実施態様においては、自己乳化薬物形は、少なくとも１種の薬物; オイル物質もしく
は脂質物質を含んだ親油性の相; 界面活性剤; および親水性の相; で構成される。使用す
る前記物質は、親水性-親油性バランス(HLB値)と通常呼ばれる経験的パラメーターに基づ
いて選択することが多い。HLB値が低い物質はより親和性であり、HLB値が高い物質はより
親水性である。自己乳化薬物形組成物において使用される前記物質としては、ポリグリコ
ール化グリセリド、ポリエトキシ化脂肪酸、ポリエチレングリコール脂肪酸ジエステル、
ポリエチレングリコール脂肪酸モノエステルとジエステルとの混合物、ポリエチレングリ
コールグリセロール脂肪酸エステル、天然油と水素化油とのエステル交換生成物、ポリグ
リセライズド脂肪酸(polyglycerized fatty acids)、プロピレングリコール脂肪酸エステ
ル、プロピレングリコールエステルとグリセロールエステルとの混合物、モノ-グリセリ
ド、ジ-グリセリド、トリ-グリセリド、ステロールとステロール誘導体、ポリエチレング
リコールソルビタン脂肪酸エステル、ポリエチレングリコールアルキルエーテル、糖エス
テル、ポリエチレングリコールアルキルフェノール、ポリオキシエチレン-ポリオキシプ
ロピレンブロックコポリマー、ソルビタン脂肪酸エステル、低級アルコール脂肪酸エステ
ル、イオン性界面活性剤、およびこれらの混合物などがある。自己乳化薬物形の例が、米
国特許第6,294,192B1号、第6,054,136号、第5,444,041号、第5,993,858号、第6,054,136
号、第6,280,770B1号、第6,309,665B2号、第6,312,704B1号、およびPCT特許出願WO01/019
60A1に記載されている(これらの特許を参照により本明細書に含める)。
【０３５６】
濃度増大用ポリマーを自己乳化薬物形製剤の一部として組み込んでもよいし、あるいは先
ず自己乳化薬物形を作製し、次いでこれを濃度増大用ポリマーと混合してもよい。
【０３５７】
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三相形
他の溶解性改良薬物形は“三相系(three-phase form)”である。三相形の例が米国特許第
第6,042,847号に記載されている(該特許を参照により本明細書に含める)。三相形は、本
質的に、一日１回の経口施用に対して、ポリマーで安定化された非晶質活性成分の一定の
放出もしくは制御された放出をもたらす。三相形は、非晶質形または1つ以上の多形にて
存在する活性成分に対して特に適しており、活性成分の多形の種類、粒径、および比表面
積に依存して、結晶形においては低い溶解性を示す。三相形は一般に、第1と第2の相から
なるコア、および第3の相を示すコーティングを含む。三相医薬形は、非晶質活性成分、
水溶性ポリマーであるポリビニルピロリドン、非晶質活性成分のキャリヤーであって同時
に結晶化の阻害剤としてのセルロースエーテル、および活性成分の溶解性を向上させ、胃
腸管からの非晶質活性成分の吸収を促進する界面活性剤を第1の相中に含有する。三相医
薬形は、セルロースエーテル、および徐放出剤としての、モノグリセリドとジグリセリド
とトリグリセリドの混合物を第2の相中に含有する。第3の相は、溶解性が低いか又は胃抵
抗性のフィルムコーティングで示され、施用後の数時間において活性成分の放出を制御し
、ヒドロキシプロピルメチルセルロースと無水フタル酸とのエステル、あるいはメタクリ
ル酸やアクリル酸エチルをベースとする共重合物からなってよい。
【０３５８】
濃度増大用ポリマー
本発明の種々の態様において使用するのに適した濃度増大用ポリマーは、医薬用として許
容しうるものでなければならず、また生理学的に関連したpH(たとえば1～8)における水溶
液に対して少なくともある程度の溶解性を有していなければならない。1～8のpH範囲の少
なくとも一部に対して少なくとも0.1mg/mlの水溶性を有する中性もしくはイオン性ポリマ
ーのほとんどが適している。
【０３５９】
濃度増大用ポリマーは“両親媒性”(すなわち、ポリマーが疎水性部分と親水性部分を有
していることを意味している)であるのが好ましい。両親媒性ポリマーが好ましいのは、
このようなポリマーが薬物と比較的強い相互作用を示す傾向があり、溶液中において種々
のタイプのポリマー/薬物集成体の形成を促進することがある、と考えられているからで
ある。特に好ましい種類の両親媒性ポリマーはイオン化可能な両親媒性ポリマーである。
このようなポリマーのイオン化可能部分が、イオン化されると、ポリマーの親水性部分の
少なくとも一部を構成する。たとえば、特定の理論で拘束されるつもりはないけれども、
このようなポリマー/薬物集成体は、ポリマーの疎水性部分が薬物のほうに向かって内方
に向き、そしてポリマーの親水性部分が水性環境のほうに向かって外方に向いた状態で、
濃度増大用ポリマーで取り囲まれた疎水性薬物クラスターを含んでよい。これとは別に、
薬物の特定の化学的性質に応じて、ポリマーのイオン化官能基が、たとえばイオン対形成
または水素結合を介して薬物のイオン性基または極性基と結びついてもよい。イオン性ポ
リマーの場合、ポリマーの親水性部分がイオン化官能基を含む。さらに、このようなポリ
マーのイオン化基の同じ電荷による反発(ポリマーがイオン性である場合)が、ポリマー/
薬物集成体のサイズをナノメートルスケールまたはサブミクロンスケールに抑えるよう作
用する場合がある。このような溶液状態の薬物/濃度増大用ポリマー集成体は、帯電した
ポリマーミセルの構造によく似ている。いずれにせよ、作用のメカニズムとは関係なく、
このような両親媒性ポリマー(特に、下記に示すようなイオン性セルロース系ポリマー)が
、水性使用環境において、薬物のより高い濃度を保持するよう薬物と相互作用することを
本発明者らは観察した。
【０３６０】
本発明において使用するのに適したポリマーの1つの種類として中性の非セルロース系ポ
リマーがある。代表的なポリマーとしては、ヒドロキシル、アルキルアシルオキシ、およ
び環状アミドからなる群から選択される少なくとも1つの置換基を有するビニルポリマー
およびビニルコポリマー; 少なくとも1つの親水性ヒドロキシル含有反復構造単位と、少
なくとも1つの疎水性アルキルもしくはアリール含有反復構造単位とを有するビニルコポ
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リマー; 反復構造単位の少なくとも一部を非加水分解形(酢酸ビニル)にて有するポリビニ
ルアルコール; ポリビニルアルコール-ポリ酢酸ビニルコポリマー; ポリビニルピロリド
ン; ポリエチレン-ポリビニルアルコールコポリマー; およびポリオキシエチレン-ポリオ
キシプロピレンブロックコポリマー〔ポロキサマー(poloxamer)としても知られている〕;
 などがある。
【０３６１】
本発明において使用するのに適した他の種類のポリマーとしてイオン性非セルロース系ポ
リマーがある。代表的なポリマーとしては、カルボン酸官能化されたビニルポリマー〔た
とえば、カルボン酸官能化ポリメタクリレートやカルボン酸官能化ポリアクノレート(た
とえば、マサチューセッツ州モールデンのRohm Tech社製造のEUDRAGITS(登録商標)〕; ア
ミン官能化されたポリアクリレートとポリメタクリレート; 高分子量蛋白質(たとえば、
ゼラチンやアルブミン); およびカルボン酸官能化されたスターチ(たとえばグリコール酸
スターチ); などがある。
【０３６２】
両親媒性の非セルロース系ポリマーは、比較的親水性で且つ比較的疎水性のモノマーから
造られるコポリマーである。例としては、アクリレート-メタクリレートコポリマーがあ
る。このようなコポリマーの代表的な工業グレード品としては、EUDRAGITS(メタクリレー
トとアクリレートとのコポリマー)がある。
【０３６３】
好ましい種類のポリマーは、少なくとも1つのエステル結合置換基(ester-linked substit
uent)および/またはエーテル結合置換基(ether-linked substituent)を有するイオン性お
よび中性(すなわち非イオン性)のセルロース系ポリマーを含む〔このときポリマーは、各
置換基に対して少なくとも0.05の置換度(a degree of substitution)を有する〕。留意し
ておかなければならないことは、本明細書にて使用しているポリマーの命名においては、
エーテル結合置換基を、エーテル基に結合した部分として“セルロース”の前に記載する
ということである。たとえば、“エチル安息香酸セルロース”はエトキシ安息香酸置換基
を有する。同様に、エステル結合置換基は、カルボキシレートとして“セルロース”の後
に記載する。たとえば“セルロースフタレート”は、ポリマーにエステル結合した各フタ
レート部分の一方のカルボン酸と、未反応の他方のカルボン酸とを有する。
【０３６４】
さらに理解しておかなければならないことは、“セルロースアセテートフタレート”(CAP
)等のポリマー名は、セルロース系ポリマーのヒドロキシル基の相当部分に、エステル結
合を介して結びついているアセテート置換基とフタレート置換基を有するセルロース系ポ
リマーの系列を表わしている、という点である。一般には、各置換基の置換度は、ポリマ
ーの他の基準が満たされている限り0.05～2.9の範囲であってよい。“置換度”とは、セ
ルロース鎖上の糖類反復構造単位1つ当たり３個のヒドロキシル基のうちの、置換された
ヒドロキシル基の平均数を表わしている。たとえば、セルロース鎖上のヒドロキシル基の
全部がフタレート置換されている場合、フタレート置換度は3である。各ポリマー系列の
タイプ中には、ポリマーの性能を実質的に変えないような比較的少ない量にて加えられた
追加置換基を有するセルロース系ポリマーも含まれる。
【０３６５】
両親媒性のセルロース系誘導体は、もとのセルロース系ポリマーにおけるそれぞれの糖類
反復構造単位上に存在する3つのヒドロキシル基のいずれか又は全てが、少なくとも1つの
比較的疎水性の置換基で置換されているポリマーを含む。疎水性置換基は、十分に高い置
換レベルまたは置換度に置換されているとしても、セルロース系ポリマーを実質的に水不
溶性にすることのできるものであればいかなる置換基であってもよい。疎水性置換基の例
としては、エーテル結合したアルキル基(たとえばメチル、エチル、プロピル、またはブ
チル等); エステル結合したアルキル基(たとえばアセテート、プロピオネート、またはブ
チレート等); ならびにエーテル結合および/またはエステル結合したアリール基(たとえ
ばフェニル、ベンゾエート、またはフェニレート等); などがある。ポリマーの親水性部
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分は、比較的非置換である部分であってもよいし(なぜなら、非置換のヒドロキシルは、
それ自体が比較的親水性だからである)、あるいは親水性の置換基で置換されている部分
であってもよい。親水性の置換基は、ヒドロキシアルキル置換基(たとえば、ヒドロキシ
エチルやヒドロキシプロピル)およびアルキルエーテル基(たとえば、エトキシエトキシや
メトキシエトキシ)等のエーテル結合またはエステル結合した非イオン性基を含む。特に
好ましい親水性置換基は、エーテル結合またはエステル結合したイオン性基(たとえばカ
ルボン酸、チオカルボン酸、置換フェノキシ基、アミン、ホスフェート、またはスルホネ
ート)である。
【０３６６】
セルロース系ポリマーのある種類は中性ポリマー(水溶液中においてポリマーが実質的に
非イオン性である、ということを意味する)を含む。このようなポリマーは非イオン性の
置換基(エーテル結合していても、あるいはエステル結合していてもよい)を含有する。代
表的なエーテル結合非イオン性置換基としては、アルキル基(たとえばメチル、エチル、
プロピル、ブチル等); ヒドロキシアルキル基(たとえばヒドロキシメチル、ヒドロキシエ
チル、ヒドロキシプロピル等); およびアリール基(たとえばフェニル); がある。代表的
なエステル結合非イオン性置換基としては、アルキル基(たとえばアセテート、プロピオ
ネート、ブチレート等); およびアリール基(たとえばフェニレート); がある。しかしな
がら、アリール基が含まれる場合、1～8の生理学的に関連したpHにおいてポリマーが少な
くともある程度の水溶性を有するよう、ポリマーは充分な量の親水性置換基を含む必要が
あることがある。
【０３６７】
ポリマーとして使用することのできる代表的な非イオン性セルロース系ポリマーとしては
、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロースアセテート、およびヒドロキシエチルエチルセルロー
スなどがある。
【０３６８】
好ましい一組の非イオン性セルロース系ポリマーは両親媒性のポリマーである。代表的な
ポリマーとしてはヒドロキシプロピルメチルセルロースとヒドロキシプロピルセルロース
アセテートがあり、このとき非置換のヒドロキシル置換基もしくはヒドロキシプロピル置
換基に比べて比較的多くのメチル置換基またはアセテート置換基を有するセルロース反復
構造単位が、ポリマー上の他の反復構造単位より多く疎水性部分を構成する。
【０３６９】
好ましい種類のセルロース系ポリマーは、生理学的に関連したpHにおいて少なくともある
程度はイオン性であって、少なくとも1つのイオン性置換基(エーテル結合であっても、エ
ステル結合であってもよい)を有するポリマーを含む。代表的なエーテル結合イオン性置
換基としては、カルボン酸〔たとえば酢酸、プロピオン酸、安息香酸、サリチル酸、アル
コキシ安息香酸(たとえば、エトキシ安息香酸やプロポキシ安息香酸)、アルコキシフタル
酸の種々の異性体(たとえば、エトキシフタル酸やエトキシイソフタル酸)、アルコキシニ
コチン酸の種々の異性体(たとえばエトキシニコチン酸)、およびピコリン酸の種々の異性
体(たとえばエトキシピコリン酸)〕; チオカルボン酸(たとえばチオ酢酸); 置換フェノキ
シ基(たとえばヒドロキシフェノキシ); アミン(たとえばアミノエトキシ、ジエチルアミ
ノエトキシ、トリメチルアミノエトキシ等); ホスフェート(たとえばホスフェートエトキ
シ); およびスルホネート(たとえばスルホネートエトキシ); などがある。代表的なエス
テル結合イオン性置換基としては、カルボン酸(たとえばスクシネート、シトレート、フ
タレート、テレフタレート、イソフタレート、トリメリテート、およびピリジンジカルボ
ン酸の種々の異性体等; チオカルボン酸(たとえばチオスクシネート); 置換フェノキシ基
(たとえばアミノサリチル酸); アミン(たとえば、アラニンやフェニルアラニン等の天然
もしくは合成アミノ酸); ホスフェート(たとえばアセチルホスフェート); およびスルホ
ネート(たとえばアセチルスルホネート); などがある。芳香族置換ポリマーがさらに必要
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な水溶性を有するためには、充分な量の親水性基(たとえば、ヒドロキシプロピル官能基
もしくはカルボン酸官能基)をポリマーに結合させて、少なくともイオン性基がイオン化
されるpH値においてポリマーを水溶性にするのが好ましい。場合によっては、芳香族置換
基自体がイオン性(たとえば、フタレート置換基やトリメリテート置換基)であってもよい
。
【０３７０】
生理学的に関連したpHにおいて少なくともある程度はイオン化される代表的なセルロース
系ポリマーとしては、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート、ヒ
ドロキシプロピルメチルセルローススクシネート、ヒドロキシプロピルセルロースアセテ
ートスクシネート、ヒドロキシエチルメチルセルローススクシネート、ヒドロキシエチル
セルロースアセテートスクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、
ヒドロキシエチルメチルセルロースアセテートスクシネート、ヒドロキシエチルメチルセ
ルロースアセテートフタレート、カルボキシエチルセルロース、エチルカルボキシメチル
セルロース(カルボキシメチルエチルセルロースとも呼ばれる)、カルボキシメチルセルロ
ース、セルロースアセテートフタレート、メチルセルロースアセテートフタレート、エチ
ルセルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロピルセルロースアセテートフタレー
ト、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロピルセ
ルロースアセテートフタレートスクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセ
テートスクシネートフタレート、ヒドロキシプロピルメチルセルローススクシネートフタ
レート、セルロースプロピオネートフタレート、ヒドロキシプロピルセルロースブチレー
トフタレート、セルロースアセテートトリメリテート、メチルセルロースアセテートトリ
メリテート、エチルセルロースアセテートトリメリテート、ヒドロキシプロピルセルロー
スアセテートトリメリテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートトリメリ
テート、ヒドロキシプロピルセルロースアセテートトリメリテートスクシネート、セルロ
ースプロピオネートトリメリテート、セルロースブチレートトリメリテート、セルロース
アセテートテレフタレート、セルロースアセテートイソフタレート、セルロースアセテー
トピリジンジカルボキシレート、サリチル酸セルロースアセテート、ヒドロキシプロピル
サリチル酸セルロースアセテート、エチル安息香酸セルロースアセテート、ヒドロキシプ
ロピルエチル安息香酸セルロースアセテート、エチルフタル酸セルロースアセテート、エ
チルニコチン酸セルロースアセテート、およびエチルピコリン酸セルロースアセテートな
どがある。
【０３７１】
本発明者らは、下記のセルロース系ポリマーを使用すると極めて大きな濃度増大が得られ
ることを見出した: ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート(HPMCA
S)(たとえば、信越化学工業(株)から市販のLF、LG、MF、MG、HF、およびHGグレード品); 
セルロースアセテートフタレート(CAP)(たとえば、イーストマン・ケミカル社から市販の
HFおよびCEグレード品); ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート(HPMCP)(たと
えば、イーストマン・ケミカル社から市販のNFグレード品); セルロースアセテートトリ
メリテート(CAT)(イーストマン・ケミカル社から市販); およびヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース(たとえば、ダウ・ケミカル社から市販のE3PremLVグレード品)。
【０３７２】
他の好ましい種類のポリマーは、中和された酸性ポリマーからなる。“中和された酸性ポ
リマー”とは、“酸性部分”または“酸性置換基”のかなりのフラクションが“中和され
た”(すなわち、脱プロトン化されて形で存在している)酸性ポリマーを意味している。“
酸性ポリマー”とは、相当数の酸性部分を有するポリマーを意味している。一般には、相
当数の酸性部分とは、ポリマー1グラム当たり約0.1ミリ当量以上の酸性部分である。“酸
性部分”は、水と接触するか、あるいは水中に溶解されると、少なくともある程度は水に
水素カチオンを供与し、したがって水素イオン濃度を増大させることのできる充分に酸性
である官能基を含む。この定義は、官能基がポリマーに共有結合しているときに、約10未
満のpKaを有するあらゆる官能基もしくは“置換基”を含む。上記の定義内に含まれる官
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能基の代表的なものとしては、カルボン酸、チオカルボン酸、ホスフェート、フェノール
性基(phenolic group)、およびスルホネートがある。このような官能基がポリマー(たと
えばポリアクリル酸)の主要な構造を構成してもよいが、より一般的には、もとのポリマ
ーの主鎖に共有結合しており、したがって“置換基”と呼ばれる。中和酸性ポリマーにつ
いては、本発明の譲受人に譲渡された、2001年７月22日付出願の“薬物と中和酸性ポリマ
ーの医薬用組成物”と題する米国仮特許出願第60/300,256号(該特許出願を参照により本
明細書に含める)に詳細に記載されている。
【０３７３】
特定の濃度増大用ポリマーが本発明の混合物中への使用に適していると説明されているが
、このような濃度増大用ポリマーのブレンドも適している。したがって“濃度増大用ポリ
マー”とは、単独の濃度増大用ポリマーのほかに、濃度増大用ポリマーのブレンドも含む
ものとする。
【０３７４】
組成物の製造
本発明の組成物は、溶解性改良薬物形と、濃度増大用ポリマーもしくは濃度増大用ポリマ
ーのブレンドとを乾式ミキシングまたは湿式ミキシングして組成物とすることによって製
造する。ミキシングプロセスは、湿式造粒プロセスとコーティングプロセスのほかに物理
的プロセシングも含む。
【０３７５】
ミキシング法としては、たとえば対流ミキシング、剪断ミキシング、または拡散ミキシン
グがある。対流ミキシングは、比較的多量の物質を、ブレードもしくはパドルや回転スク
リューによって、あるいは粉末床を反転させることによって、粉末床のある部分から他の
部分へ移動させることを含む。剪断ミキシングは、混合しようとする物質中に滑り面(sli
p planes)が形成されるときに行われる。拡散ミキシングは、単一粒子による位置の交換
を含む。これらのミキシング法は、バッチ方式の装置を使用しても、あるいは連続方式の
装置を使用しても行うことができる。バッチ方式に対して通常使用される装置はタンブリ
ングミキサー(たとえばツインシェル)である。連続的ミキシングを行って組成物の均一性
を向上させることができる。
【０３７６】
微粉砕処理を行って本発明の組成物を製造することもできる。薬物と濃度増大用ポリマー
とを分子レベルで混合せずにポリマーと薬物との分散物を形成させる、という意味におい
て、一般には、薬物の物理的形態を変えない微粉砕条件が選択される。本発明での使用に
適した従来のミキシング法と微粉砕法が、Lachmanらによる“The Theory and Practice o
f Industrial Pharmacy (第３版, 1986)”に詳細に説明されている。
【０３７７】
これとは別に、濃度増大用ポリマーを、溶解性改良薬物形の一部として、あるいは溶解性
改良薬物形への添加剤として組み込むこともでき、この場合、溶解性改良薬物形を作製す
るときに、濃度増大用ポリマーと薬物とをミキシングする。たとえば、ナノ粒子薬物形の
場合、機械的手段で処理して薬物物質の粒径を減少させる分散媒中にて、濃度増大用ポリ
マーを薬物中に組み込むことができる。別の例においては、濃度増大用ポリマーを薬物と
一緒に脂質蛋白質またはコロイド状蛋白質に加えて、ソフトゲル薬物形を形成させること
ができる。
【０３７８】
本発明の組成物は、上記の物理的混合物のほかに、薬物形と濃度増大用ポリマーを使用環
境に供給するという目的を達成するデバイスまたはデバイス集成体を構成してもよい。た
とえば、本発明の組成物は、薬物形と濃度増大用ポリマーとが剤形内にて別々の区域を占
める、という剤形の形態をとってもよい。したがって、哺乳類への経口投与の場合、剤形
は、1つ以上の層が薬物形を含み、そして1つ以上の他の層が濃度増大用ポリマーを含む、
という層状錠剤を形成してよい。これとは別に、剤形は被覆された錠剤であってもよく、
このとき錠剤コアが薬物形を含み、コーティングが濃度増大用ポリマーを含む。さらに、
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薬物形と濃度増大用ポリマーは異なった剤形(たとえば、錠剤やビーズ)にて存在してもよ
く、また薬物形と濃度増大用ポリマーが、それらが使用環境において接触することができ
るように投与される限り、同時に投与しても、あるいは別々に投与してもよい。薬物形と
濃度増大用ポリマーを別々に投与する場合、濃度増大用ポリマーは、薬物より前か、ある
いは薬物と同時に供給するのが好ましい。
【０３７９】
本発明の混合物中に存在する濃度増大用ポリマーと薬物形の割合は薬物形の種類および濃
度増大用ポリマーの種類によって異なり、薬物対濃度増大用ポリマーの重量比は約0.01～
約20の広い範囲で変わってよい。しかしながら、薬物の用量がかなり少ない場合(たとえ
ば25mg以下)を除いて、ほとんどの場合において、薬物対ポリマーの重量比は0.05より大
きく約5.0未満であるのが好ましく、また1以下の薬物対ポリマー重量比において、あるい
は薬物の種類によっては0.2以下において薬物濃度の増大または相対的バイオアベイラビ
リティの増大が観察されることが多い。薬物用量が約25mg以下である場合、薬物対ポリマ
ー重量比は0.05よりかなり小さくてよい。一般には、用量とは関係なく、薬物対ポリマー
重量比が約0.75から0.10に減少すると、薬物濃度の増大または相対的バイオアベイラビリ
ティの増大が起こる傾向にある。しかしながら、錠剤、カプセル、または懸濁液の全体と
しての量を低く保つという実際上の制約のために、満足できる結果が得られる限り、比較
的高い薬物対ポリマー重量比を使用するのが望ましい場合が多い。満足できる結果をもた
らす薬物対濃度増大用ポリマーの最大重量比は薬物の種類によって変わり、後述のインビ
トロおよび/またはインビボの溶解試験を行うことによって決定するのが最もよい。
【０３８０】
濃度の増大
濃度増大用ポリマーは、対照標準組成物と比較して、使用環境における薬物の濃度を向上
させるよう充分な量にて存在する。少なくとも、本発明の組成物は、同等量の薬物を、濃
度増大用ポリマーを含まない組成物の場合と同じ溶解性改良形にて含んだ対照標準と比較
して濃度増大をもたらす。したがって、組成物を使用環境に投与したときに、該組成物が
、同じ溶解性改良形の同等量の薬物を含んだ対照標準(濃度増大用ポリマーは含まない)に
比較して改良された薬物濃度(これについての詳細は後述)をもたらすような充分な量にて
濃度増大用ポリマーが存在する。
【０３８１】
濃度増大用ポリマーが存在すると、薬物濃度が平衡に達するのに必要な時間が増大する。
実際、本発明の組成物を使用環境(たとえばGI管)に投与すると(この場合、溶解した薬物
がGI液から吸収される)、薬物がその最も低い溶解性の形態に実質的に転化される前に、
薬物の殆ど又は全部が吸収されることがある。平衡薬物濃度に対する溶解薬物濃度の典型
的な増大は、1.25倍～20倍のオーダーであり、場合によっては20倍～100倍のオーダーで
ある。たとえば、対照標準が1mg/mlの平衡濃度をもたらし、そして本発明の組成物が1.25
mg/mlの最大薬物濃度をもたらす場合、該組成物は1.25倍の増大を示す。
【０３８２】
濃度増大用ポリマーは、薬物を最初に溶解した後の、薬物の沈降速度または結晶化速度を
遅くするように作用すると考えられる。前述したように、溶解薬物の、最初の溶解性改良
形より低い溶解性形態への転化は、溶解に比較して速やかに起こるので、濃度増大用ポリ
マーが存在すると、それが存在しない場合よりはるかに高いトータル溶解薬物濃度を得る
ことが可能となる。したがって濃度増大用ポリマーが存在すると、薬物形によってもたら
される最初に増大した濃度を、少なくとも数分にわたって(場合によっては数時間にわた
って)少なくともある程度は保持することが可能となる。
【０３８３】
本発明の濃度増大用ポリマーは、溶解試験に付したときに、平衡濃度を超える増大した薬
物濃度を、同等量の薬物形を含んだ対照標準組成物より長い時間にわたって使用環境にも
たらす。すなわち、対照標準組成物が、平衡濃度を超える増大した薬物濃度を使用環境に
もたらすとしても、その時間は、濃度増大用ポリマーを含有する本発明の組成物より短い
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。本発明の組成物は、平衡濃度を超える増大した薬物濃度を、濃度増大用ポリマーを含有
しない対照標準組成物によってもたらされる薬物濃度より少なくとも15分長く、好ましく
は少なくとも30分長く、さらに好ましくは少なくとも60分長く、そしてさらに好ましくは
少なくとも90分長くもたらすのが好ましい。
【０３８４】
本明細書で使用している溶液中または使用環境における“薬物の濃度”とは、溶媒和した
モノマー分子の形態で溶解することのできる薬物〔いわゆる遊離薬物(free drug)〕、あ
るいは他の薬物含有サブミクロン構造物、集成体、凝集物、またはミセルを表わしている
。本明細書で使用している“使用環境”は、動物(たとえば哺乳類、特にヒト)のGI管、皮
下(subdermal)スペース、鼻腔内スペース、口腔内スペース、鞘内スペース、眼内スペー
ス、耳内スペース、皮下(subcutaneous)スペース、膣管、動脈血管と静脈血管、肺管、ま
たは筋内組織のインビボ環境であってもよいし、あるいは試験溶液〔たとえば、リン酸塩
緩衝生理的食塩水(PBS)やModel Fasted Duodenal(MFD)溶液〕のインビトロ環境であって
もよい。適切なPBS溶液は、20mMのリン酸ナトリウム、47mMのリン酸カリウム、87mMのNaC
l、および0.2mMのKClを含み、pH6.5に調節された水溶液である。適切なMFD溶液は、上記
のPBS溶液に7.3mMのタウロコール酸ナトリウムと1.4mMの1-パルミトイル-2-オレイル-sn-
グリセロ-3-ホスホコリンを追加して得られる溶液である。
【０３８５】
本発明の組成物をインビボにて、あるいはより簡単にはインビトロにて試験して、本発明
の範囲内であるかどうかを確認することができる。組成物をPBS溶液またはMFD溶液に加え
、撹拌して溶解を促進することによって、組成物を溶解試験に付すことができる。たとえ
ば、PBSまたはMFDにおける濃度基準の少なくとも1つ以上に適合するか、あるいは動物のG
I管に経口投与したときに濃度基準もしくはバイオアベイラビリティ基準の1つ以上に適合
する組成物または投与方法は、本発明の組成物または方法である。
【０３８６】
1つの態様においては、溶解性改良形の薬物と濃度増大用ポリマーとを含んだ本発明の組
成物は、同等量の薬物形を含んでいるが濃度増大用ポリマーを含んでいない対照標準組成
物によってもたらされる使用環境での薬物最大濃度の少なくとも1.25倍の使用環境での薬
物最大濃度をもたらす。従来の組成物または対照標準組成物は、薬物形単独であるか、あ
るいは本発明の組成物における濃度増大用ポリマーの重量と同等の重量の不活性希釈剤と
薬物形との組合わせである。本発明の組成物で達成される薬物の最大濃度は、対照標準に
よってもたらされる最大濃度の少なくとも２倍であるのが好ましく、少なくとも３倍であ
るのがさらに好ましい。
【０３８７】
この溶解試験、または後述の溶解試験もしくはバイオアベイラビリティ試験のいずれかを
使用してこのような比較を行う際には、投与される薬物形のトータル量が、有意の比較を
行うことができる程度の充分な量であることが大切である。特に、本発明の組成物と対照
標準組成物は、対照標準組成物によって達成される最大薬物濃度の少なくとも２倍のレベ
ルにて、好ましくは少なくとも４倍のレベルにて、そしてさらに好ましくは少なくとも10
倍のレベルにて投与しなければならない。
【０３８８】
これとは別に、本発明の組成物は、使用環境への導入時点と、使用環境への導入後の約27
0分との間の少なくとも90分にわたって、同等量の薬物形を含んでいて濃度増大用ポリマ
ーを含有していない対照標準組成物によってもたらされる溶解AUCの少なくとも1.25倍の
溶解AUCをもたらす。溶解AUCは、特定の時間にわたっての時間に対する薬物濃度のプロッ
トを積分して得られる値である。組成物または方法が本発明の一部であるかどうかを調べ
るために、少なくとも90分の時間に対して溶解AUCを算出する。使用環境への導入時点(時
間=0)と使用環境への導入後の約270分との間の、いかなる時間も選択することができる。
したがって許容しうる時間としては、たとえば、(1)使用環境への導入時点から、使用環
境への導入後の90分まで; (2)使用環境への導入時点から、使用環境への導入後の180分ま
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で; および(3) 使用環境への導入後の90分から、使用環境への導入後の180分まで; など
がある。少なくとも1つの許容時間に対して溶解AUCの基準に適合すれば、組成物または方
法は本発明の一部である。インビトロでのAUCの測定は、薬物組成物を、たとえばPBS溶液
またはMFD溶液中に溶解した後に、薬物濃度を時間に対してプロットすることによって行
うことができる。インビボでのAUCの測定(この場合、使用環境は、たとえばGI管である)
はより複雑となる。GI液を時間の関数としてサンプリングすることが必要となり、したが
って、インビトロの溶解試験またはインビボのバイオアベイラビリティ試験に比べて好ま
しいとは言えない。
【０３８９】
好ましい実施態様においては、本発明の混合物を含んだ組成物は、薬物の相対バイオアベ
イラビリティの増大をもたらす。一般には、インビトロ試験法の1つを使用して評価され
、本発明の一部であることが判明した本発明の組成物または方法は、インビボの試験にお
いても同様の結果が得られる。本発明の組成物または方法における薬物のバイオアベイラ
ビリティは、このような測定を行う上での従来法を使用して、動物(たとえば、哺乳類や
ヒトに)対してインビボで試験することができる。インビボでのバイオアベイラビリティ
の適切な尺度は“相対バイオアベイラビリティ”であり、これは、血漿薬物濃度もしくは
血清薬物濃度を本発明の組成物もしくは方法に関して測定される時間に対してプロットす
ることにより求められる血漿AUCまたは血清AUCの、濃度増大用ポリマーを含まない対照標
準組成物もしくは対照標準方法の血漿AUCまたは血清AUCに対する比であると定義される。
【０３９０】
本発明の組成物は、上記の対照標準と比較して少なくとも1.25の相対バイオアベイラビリ
ティを達成する。本発明の組成物によってもたらされる相対バイオアベイラビリティは、
対照標準と比較して1.5以上であるのが好ましく、2以上であるのがさらに好ましく、3以
上であるのがさらに好ましい。
【０３９１】
本発明の組成物と方法は、1つ以上のインビトロ溶解試験、インビボ相対バイオアベイラ
ビリティ試験、またはインビトロとインビボの両方の試験にパスする。
【０３９２】
溶解試験における溶解薬物の濃度は通常、試験媒体をサンプリングし、溶解薬物の濃度を
分析することによって測定する。誤った測定を招きやすい比較的大きな薬物粒子を避ける
ために、試験溶液を濾過するか、又は遠心分離処理する。“溶解薬物(dissolved drug)”
は通常、0.45μmのシリンジフィルターを通過する物質、あるいは遠心分離後に上澄み液
中に留まっている物質と見なされている。濾過は、サイエンティフィック・リソーシズ社
(Scientific Resources)からタイタン(TITAN)(登録商標)として市販されている13mm、0.4
5μmの二フッ化ポリビニリデン製シリンジフィルターを使用して行うことができる。遠心
分離は一般に、ポリプロピレン製ミクロ遠心分離管中で、約13,000Gにて約60秒遠心分離
することによって行う。他の類似の濾過法または遠心分離法も使用することができ、有用
な結果が得られる。たとえば、他のタイプのミクロフィルターを使用すると、上記のフィ
ルターを使用した場合に得られるより幾分高いか又は幾分低い値(±10～40%)が得られる
が、それでも好ましい組成物として見なすことができる。当業者にとっては言うまでもな
いことであるが、この“溶解薬物”という定義は、溶媒和したモノマー薬物分子だけでな
く、サブミクロンの寸法を有するポリマー薬物集成体等の広範囲の化学種(たとえば、薬
物凝集体、ポリマーと薬物の混合物の凝集体、ミセル、ポリマーミセル、コロイド粒子、
ポリマー/薬物錯体、および特定の溶解試験において濾液または上澄み液中に存在する他
のこのような薬物含有化学種)も含む。
【０３９３】
特定の理論で拘束されるつもりはないけれども、本発明の濃度増大用ポリマーは、不溶性
薬物をある程度可溶化する(すなわち、遊離薬物の平衡濃度を高めるために)と同時に、薬
物が最初に溶解された後に、薬物の沈降速度または結晶化速度を遅くするように作用する
と考えられる。したがって、濃度増大用ポリマーが存在すると、薬物形によってもたらさ
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れる最初に増大した濃度を少なくとも部分的に、少なくとも数分間、場合によっては数時
間保持することができる。さらに、薬物の溶解が遅くて、濃度増大用ポリマーが存在しな
いために薬物の沈降が速い場合、濃度増大用ポリマーが存在すると、観察される最大薬物
濃度は、濃度増大用ポリマーが存在しない場合に観察される濃度より実質的に高い。
【０３９４】
薬物濃度を向上させるための1つの有望な方策は、濃度増大用ポリマーと溶解薬物を結び
つけて“ポリマー/薬物集成体”を形成させることである。このような集成体は、ポリマ
ーミセル、サイズが数ナノメートルから5000ナノメートルの範囲の高エネルギーポリマー
-薬物凝集体、ポリマー安定化した薬物コロイド、またはポリマー/薬物錯体を含めた種々
の形態を構成してよい。これとは別の考え方は、溶解薬物が溶液から沈降もしくは結晶化
し始めるときに(たとえば核形成が始まるときに)、ポリマーをこれらの薬物凝集体または
薬物核に吸着させ、これによって核形成プロセスまたは結晶成長プロセスを妨げるか、あ
るいは少なくとも遅らせることができる、というものである。いずれにしても、ポリマー
が存在すると、溶解状態にあるか、あるいは少なくとも吸収に対して利用可能な状態の薬
物の量を高めるよう作用する。上記の種々の薬物/ポリマー集成体中に存在する薬物は明
らかにかなり不安定であり、薬物吸収プロセスに寄与することができる。
【０３９５】
本発明の他の態様においては、本発明の組成物が上記の同じ対照標準組成物と比較して少
なくとも1.25の相対バイオアベイラビリティをもたらすよう、濃度増大用ポリマーが充分
な量にて存在する。
【０３９６】
本発明の他の態様においては、(1)薬物形と(2)濃度増大用ポリマーを同時投与するための
方法が提供される。ポリマーが存在していない患者の使用環境において薬物形によっても
たらされる最大濃度の少なくとも1.25倍の薬物最大濃度が使用環境において得られるよう
、濃度増大用ポリマーが充分な量にて同時投与される。
【０３９７】
本発明の他の態様においては、(1)薬物形と(2)濃度増大用ポリマーを同時投与するための
方法が提供される。上記したのと同じ対照標準組成物によってもたらされる濃度対時間曲
線のもとでの対応するエリアの少なくとも1.25倍の溶解エリアが、使用環境への導入時点
と使用環境への導入後の約270分との間の少なくとも90分の時間に対する濃度対時間曲線(
AUC)のもとで使用環境において得られるよう、濃度増大用ポリマーが充分な量にて同時投
与される。
【０３９８】
本発明の他の態様においては、(1)薬物形と(2)濃度増大用ポリマーを同時投与するための
方法が提供される。上記したのと同じ対照標準組成物と比較して少なくとも1.25倍の相対
バイオアベイラビリティが得られるよう、濃度増大用ポリマーが充分な量にて同時投与さ
れる。
【０３９９】
賦形剤と剤形
本発明の組成物中に存在する重要成分は、単純に言えば薬物形と濃度増大用ポリマーであ
るが、組成物中に他の賦形剤を組み込むことも有用である。これらの賦形剤は、薬物形/
濃度増大用ポリマー混合物を錠剤、カプセル、懸濁液、懸濁液用粉末、クリーム、経皮貼
布、およびデポー剤などに製剤するために、薬物形/濃度増大用ポリマー混合物と共に使
用することができる。薬物と濃度増大用ポリマーは、剤形を実質的に変えない本位質的に
いかなる方法でも他の剤形成分に加えることができる。さらに、前述したように、薬物形
と濃度増大用ポリマーを別々に賦形剤と混合して、異なったビーズ、異なった層、異なっ
たコーティング、異なったコア、あるいはさらには別個の剤形を形成することもできる。
【０４００】
極めた有用な賦形剤の1種は界面活性剤である。適切な界面活性剤としては、脂肪酸アル
キルとスルホン酸アルキル; 塩化ベンゼトニウム(ニュージャージー州フェアローンのLon
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za, Inc.から市販のHYAMINE(登録商標))等の市販の界面活性剤; DOCUSATE SODIUM(モント
リオール州セントルイスのMallinckrodt Spec. Chem.から市販); ポリオキシエチレンソ
ルビタン脂肪酸エステル(デラウェア州ウィルミントンのICI Americas Inc.から市販のTW
EEN(登録商標)); LIPOSORB(登録商標)P-20(ニュージャージー州パターソンのLipochem In
c.から市販); CAPMUL(登録商標)POE-0(ウィスコンシン州ジェーンズビルのAbitec Corp.
から市販); および天然の界面活性剤(たとえば、タウロコール酸ナトリウム、1-パルミト
イル-2-オレイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン、他のリン脂質、モノグリセリド、および
ジグリセリドなど); がある。このような物質は、湿潤を容易にすることによって溶解速
度を高めるために(これにより最大溶解濃度が上昇する)、そしてさらに、錯体形成、包接
化合物錯体の形成、またはミセルの形成等のメカニズムにより溶解薬物と相互作用させる
ことによって薬物の結晶化または沈降を妨げるために使用するのが適切である。これらの
界面活性剤は、組成物の最大5重量%を構成してよい。
【０４０１】
酸、塩基、または緩衝剤等のpH調節剤を加えることも有益であり、これによって組成物の
溶解速度を遅くすることもできるし(たとえば、ポリマーがアニオン性であるときは、ク
エン酸やコハク酸等の酸)、あるいは組成物を溶解速度を高めることもできる(たとえば、
ポリマーがアニオン性であるときは、酢酸ナトリウムやアミン等の塩基)。
【０４０２】
従来のマトリックス物質、錯化剤、可溶化剤、充填剤、崩壊剤、または結合剤を組成物の
一部として加えることもできるし、あるいは湿式手段、機械的手段、または他の手段によ
る粒状化を介して加えることもできる。これらの物質は、組成物の最大90重量%を構成し
てよい。
【０４０３】
マトリックス物質、充填剤、または希釈剤の例としては、ラクトース、マンニトール、キ
シリトール、デキストロース、スクロース、ソルビトール、圧縮性糖(compressible suga
r)、微晶質セルロース、粉末状セルロース、スターチ、予備ゼラチン化スターチ、デキス
トレート(dextrates)、デキストラン、デキストリン、マルトデキストリン、炭酸カルシ
ウム、二塩基性リン酸カルシウム、三塩基性リン酸カルシウム、硫酸カルシウム、炭酸マ
グネシウム、酸化マグネシウム、ポロキサマー(poloxamers)(たとえばポリエチレンポリ
プロピレンオキシド)、およびヒドロキシプロピルメチルセルロースなどがある。
【０４０４】
崩壊剤の例としては、スターチグリコール酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナ
トリウム、カルボキシメチルセルロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ク
ロスポビドン、メチルセルロース、微晶質セルロース、粉末状セルロース、スターチ、予
備ゼラチン化スターチ、およびアルギン酸ナトリウムなどがある。
【０４０５】
錠剤結合剤の例としては、アラビアゴム、アルギン酸、カルボマー、カルボキシメチルセ
ルロースナトリウム、デキストリン、エチルセルロース、ゼラチン、グアールガム、水素
化植物油、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプ
ロピルメチルセルロース、メチルセルロース、液状グルコース、マルトデキストリン、ポ
リメタクリレート、ポビドン、予備ゼラチン化スターチ、アルギン酸ナトリウム、スター
チ、スクロース、トラガカント、およびゼインなどがある。
【０４０６】
滑剤の例としては、ステアリン酸カルシウム、モノステアリン酸グリセリル、パルミトス
テアリン酸グリセリル、水素化植物油、軽質鉱油、ステアリン酸マグネシウム、鉱油、ポ
リエチレングリコール、安息香酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリルフマ
ル酸ナトリウム、ステアリン酸、タルク、およびステアリン酸亜鉛などがある。
【０４０７】
グライダント(glidants)の例としては、二酸化ケイ素、タルク、およびコーンスターチな
どがある。当業界によく知られている賦形剤を含めた、他の従来形の賦形剤も本発明の組
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成物中に使用することができる。顔料、滑剤、および風味剤等の賦形剤は、一般には、通
常の目的に適うよう、組成物の性質に悪影響を及ぼさないような量にて使用することがで
きる。これらの賦形剤は、組成物を錠剤、カプセル、懸濁液、懸濁液用粉末、クリーム、
および経皮貼布等に製剤するために使用することができる。
【０４０８】
本発明の組成物は、薬物の投与に対して多種多様な剤形にて使用することができる。代表
的な剤形は、乾燥状態にて、又は水を加えてペースト、スラリー、懸濁液、または溶液を
形成させることにより再構成して経口摂取できる粉末もしくは顆粒; 錠剤; カプセル; マ
ルチ粒状物; および丸剤; である。種々の添加剤を本発明の組成物と共に混合、粉砕、ま
たは粒状化して、上記の剤形に適した物質を形成することができる。
【０４０９】
幾つかの場合においては、全体としての剤形、あるいは剤形を構成する粒子、顆粒、また
はビーズは、ポリマー(特に腸溶性ポリマー)で被覆されると優れた性能もつようになり、
これにより剤形が胃を出ていくまで溶解を防ぐか又は遅らせることができる。代表的な腸
溶性コーティング物質としては、HPMCAS、CAP、HPMCP、CAT、カルボン酸官能化ポリメタ
クリレート、およびカルボン酸官能化ポリアクリレートなどがある。
【０４１０】
本発明の組成物は制御放出剤形にて投与することができる。このような剤形の1つでは、
薬物形と濃度増大用ポリマーを含んだ組成物を、侵食性のポリマーマトリックスデバイス
中に組み込む。侵食性マトリックスとは、高純度の水中において侵食性、膨潤性、または
溶解性であるか、あるいはポリマーマトリックスを充分にイオン化して侵食もしくは溶解
を起こさせるのに酸または塩基の存在を必要とするという意味において、水性侵食性(aqu
eous-erodible)、水膨潤性、または水性溶解性(aqueous-soluble)のマトリックスである
ことを意味している。侵食性のポリマーマトリックスは、水性の使用環境と接触すると、
水を吸収し、水性膨潤ゲル、または薬物形と濃度増大用ポリマーの混合物を捕捉した水性
膨潤“マトリックス”を形成する。この水性膨潤マトリックスは、使用環境中において徐
々に侵食、膨潤、崩壊、あるいは溶解し、これにより使用環境への薬物混合物の放出が制
御される。
【０４１１】
これとは別に、本発明の組成物を非侵食性のマトリックスデバイスによって投与すること
もできるし、あるいは本発明の組成物を非侵食性のマトリックスデバイス中に組み込むこ
ともできる。
【０４１２】
これとは別に、本発明の組成物は、被覆された浸透圧制御放出剤形を使用して供給するこ
ともできる。この剤形は2つの成分を有する: すなわち、(a)浸透剤と薬物形と濃度増大用
ポリマーを混合状態にて含有する、あるいは別々の区域にて含有するコア; および(2)コ
アを取り囲んでいる非溶解性で且つ非侵食性のコーティング、このコーテイングは、使用
環境へのコアの一部または全部の押出しによって薬物の放出を引き引き起こすよう、水性
使用環境からコアへの水の流入を抑える; である。本デバイスのコア中に含まれる浸透剤
は、水性膨潤性で親水性のポリマー、オスモゲン(osmogen)、またはオスマジェント(osma
gent)であってよい。コーティングは水性透過性(aqueous-permeable)のポリマーであるの
が好ましく、また少なくとも1つの供給ポートを有するのが好ましい。
【０４１３】
これとは別に、本発明の組成物は、(a)薬物形を含有する組成物; (b)水膨潤性組成物(水
膨潤性組成物は、薬物含有組成物と水膨潤性組成物とで形成されるコア内にて、薬物含有
組成物とは別個の区域を占める); および(c)水透過性で且つ水不溶性であって、それを貫
く少なくとも1つの供給ポートを有する、コアを取り囲んでいるコーティング; の3つの成
分を有する被覆ヒドロゲル制御放出剤形により供給することもできる。使用時においては
、コアがコーティングを通して水を吸収し、水膨潤性組成物が膨潤してコア内の圧力が上
昇し、薬物含有組成物が流動化する。コーティングは完全性を保持したままであるので、
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薬物含有組成物が供給ポートから使用環境中に押出される。濃度増大用ポリマーは、別個
の剤形にて供給してもよいし、薬物含有組成物中に組み込んでもよいし、あるいは剤形に
施されるコーティングの全部または一部を構成してもよい。
【０４１４】
これとは別に、本発明の組成物は同時投与することができる。このことは、薬物形を、濃
度増大用ポリマーとは別々にではあるが、濃度増大用ポリマーとほぼ同じ時間枠内で投与
することができる、ということを意味している。したがって薬物形は、たとえば、濃度増
大用ポリマー(別個の剤形となっている)とほぼ同じ時間にて摂取されるそれ自身の剤形と
して投与することができる。別々に投与する場合、これら2つの成分が使用環境において
一緒に存在するように、一般には、薬物形と濃度増大用ポリマーを互いに60分以内に投与
するのが好ましい。同時に投与しない場合、濃度増大用ポリマーは薬物形より前に投与す
るのが好ましい。
【０４１５】
本発明の組成物を使用して適切な剤形を製造する際に、上記の添加剤や賦形剤のほかに、
当業者に公知の従来の物質や方法を使用することも有用であると思われる。
【０４１６】
本発明の他の特徴と実施態様は下記の実施例から明らかになるが、これらの実施例は本発
明を例示するためのものであって、これらの実施例によって本発明の範囲が限定されるこ
とはない。
【０４１７】
実施例１
ダナゾール、表面変性剤（ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ））、および濃度増大用ポリマ
ーを含む医薬組成物を、以下の工程により製造する。
【０４１８】
ダナゾール（Ｓｔｅｒｌｉｎｇ　Ｄｒｕｇ　Ｉｎｃ．から超微粉形で購入することができ
る）を、ＰＶＰ（ＧＡＦから購入することができる）および水の溶液に加える。溶液を約
１週間転がし(roll)、均質混合物を作り出す。その後、この混合物を、ミル粉砕チャンバ
ー（Ｗｉｌｌｙ　Ａ．Ｂａｃｈｏｆｆｅｎ　ＡＧ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋによ
り製造されたＤＹＮＯ－ＭＩＬＬ，Ｍｏｄｅｌ　ＫＤＬなど）内で石英ガラス球を用いて
微粉砕する。微粉砕は、平均粒子サイズが約４００ｎｍ未満になるまで継続する。粒子サ
イズは、ＤｕＰｏｎｔ沈降場流動分画器(sedimentation field flow fractionator)を用
いて測定できる。微粉砕した混合物に、濃度増大の達成に有効な量で濃度増大用ポリマー
を加える。適切な濃度増大用ポリマーは、ＭＦグレードのヒドロキシプロピルメチルセル
ロースアセテートスクシネート（ＨＰＭＣＡＳ－ＭＦ、Ｓｈｉｎ　Ｅｔｓｕから入手可能
）である。微粉砕した医薬組成物の溶液中の薬物の濃度は、上記のように測定することが
できる。これを、濃度増大用ポリマーを用いずに上記と全く同様に製造した対照組成物と
、比較することができる。
【０４１９】
実施例２
６００ｍｌの円筒状ガラス容器のほぼ半分までを、直径約０．８５～１．１８ｍｍの酸化
ジルコニウム粉砕球（Ｚｉｒｃｏａ，Ｉｎｃ．）で満たす。その後、約１０．８ｇの超微
粉ダナゾール、約３．２４ｇのＰＶＰおよび約２０１．９６ｇの水を、ガラス容器に加え
る。ガラス容器を、その軸の周りを水平に“臨界速度”の５７％で回転させる。臨界速度
は、粉砕媒体の遠心分離が起こったときの粉砕用容器の回転速度と定義する。この速度で
は、粉砕球に作用する遠心力により、粉砕球は容器の内壁にしっかりと押しつけられ、保
持される。好ましくない遠心分離を引き起こす条件は、簡単な物理的原理から算出するこ
とができる。
【０４２０】
約５日間のボールミル粉砕の後、スラリーをスクリーンに通して粉砕媒体から分離し、沈
降場流動分画器で粒子サイズを評価する。数平均粒径は、約４００ｎｍ未満、好ましくは
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約１００ｎｍ未満でなければならない。次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に
有効な量で加える。適切な濃度増大用ポリマーには、ＨＰＭＣＡＳ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、Ｈ
ＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれる。その後、濃度増大用ポリマーを有さない対照を用い
て、実施例１のとおりに試験を実施する。
【０４２１】
実施例３
容積が４００ｍｌで、２．７５インチ（７．０ｃｍ）の直径を有する円筒状ガラス容器に
、２１２ｍｌの無鉛ガラス粉砕媒体を満たす。次に、約３０．４ｇの超微粉ダナゾール、
約９．１２ｇのＰＶＰ、および約１１２．４８ｇの高純度水を容器に加える。容器を、そ
の軸の周りを水平に、１分あたり約８０．４回転の制御された回転速度（臨界速度の５０
％）で、約５日間回転させる。スラリーをすぐに粉砕媒体から分離し、粒子サイズを評価
し、誘導結合プラズマ発光（ＩＣＰ）を用いて粉砕媒体の摩砕を評価する。沈降場流動分
画器で測定した粒子サイズは、４００ｎｍ未満、好ましくは約１１０ｎｍ～１８０ｎｍの
数平均径になるべきである。次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で
加える。適切な濃度増大用ポリマーには、ＨＰＭＣＡＳ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰお
よびＨＰＭＣが含まれる。その後、濃度増大用ポリマーを有さない対照を用いて、実施例
１のとおりに試験を実施する。
【０４２２】
実施例４
３ガロンの磁製ジャーに、直径０．８５～１．１８ｍｍの無鉛ガラス球を約６１００ｍｌ
加える。次に、約１０００ｇの超微粉ダナゾール、約３００ｇのＰＶＰ、および約３７０
０ｇの高純度水を加える。容器を、１分あたり３９．５回転の回転速度（臨界速度の５０
％）で、約５日間転がす。液体スラリーを、スクリーンを用いて粉砕媒体から分離し、固
体経口投与量の調製に使用する。平均粒子サイズは、４００ｎｍ未満でなければならない
が、より好ましくは、１３５～２２５ｎｍでなければならない。次に、濃度増大用ポリマ
ーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポリマーには、ＨＰＭＣＡ
Ｓ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれる。その後、濃度増大用ポリマ
ーを有さない対照を用いて、実施例１のとおりに試験を実施する。
【０４２３】
実施例５
５０ｍｌの粉砕チャンバーを装備した媒体ミル（Ｅｉｇｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ　Ｉｎ
ｃ．により製造された“Ｍｉｎｉ”Ｍｏｔｏｒｍｉｌｌ）を用いて、薬物のナノ粒子形を
製造することができる。約２７ｇのＰＶＰを約１８３ｇの水に溶解し、５０ｍｍの“Ｃｏ
ｗｌｅｓ”型羽根を備えるスチール容器内で、その溶液が透明になり、未溶解ＰＶＰポリ
マーを含まなくなるまで、撹拌することができる。混合機の回転速度は、５０００ＲＰＭ
に維持すべきである。このブレンドに、約９０ｇの超微粉ダナゾールを、徐々に、同様に
混合しながら３０分間加える。その後、この配合物約２００ｃｃを、媒体ミルの保持タン
クに加え、再循環させる。ミルには、０．７５ｍｍ～１．０ｍｍの直径を有する無鉛ガラ
スビーズ（Ｇｌｅｎｓ　Ｍｉｌｌｓ）を約４２．５ｍｌ入れておくべきである。最終的な
平均粒子サイズは約４００ｎｍ未満、好ましくは約８０ｎｍ～１６５ｎｍでなければなら
ない。次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増
大用ポリマーには、ＨＰＭＣＡＳ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれ
る。その後、濃度増大用ポリマーを有さない対照を用いて、実施例１のとおりに試験を実
施する。
【０４２４】
実施例６
ステロイドの５α，１７α，－１’－（メチルスルホニル）－１’Ｈ－プレグン－２０－
イノ－［３，２－ｃ］－ピラゾル－１７－オールのナノ粒子形を、酸化ジルコニウム粉砕
ビーズを用いたボールミル粉砕により調製することができる。該ステロイドは、表面変性
剤の非存在下で、レシチンの後添加を行い、必要な場合は音波処理工程で安定化させて凝
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集および急速な沈降を防ぐことにより、調製することができる。微粉砕していないステロ
イド粗粒子約５ｇのスラリーを、約０．８５ｍｍ～１．１８ｍｍの直径を有するＺｉｒｂ
ｅａｄｓ（ＺｉｒｃｏａＩｎｃ．により製造された）約１３５ｍｌと共に、約９５ｇの高
純度水と混合する。次に、スラリーを約８６ｒｐｍの速度でボールミル粉砕する。微粉砕
後、スラリーをスクリーンに通して粉砕媒体から分離する。この非安定化スラリー約１ｇ
を、１０ｇのレシチン水溶液（高純度水中に１重量％のＣｅｎｔｒｏｌｅｘ“Ｐ”、レシ
チンはＣｅｎｔｒａｌ　Ｓｏｙａ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．により製造された）に加え
、激しく振とうして混合した後、超音波ホーン(horn)（Ｍｏｄｅｌ　３５０　Ｂｒａｎｓ
ｏｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ、ホーン直径＝０．５インチ（
１．２７ｃｍ）、電力設定＝２）を用いた２０秒間の音波処理工程に付す。微粉砕は、粒
子サイズが約４００ｎｍ未満になるまで継続すべきである。次に、濃度増大用ポリマーを
、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポリマーには、ＨＰＭＣＡＳ、
ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれる。その後、濃度増大用ポリマーを
有さない対照を用いて、実施例１のとおりに試験を実施する。
【０４２５】
実施例７
レシチンを非イオン界面活性剤のＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－２００（Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａ
ｓにより製造された）で置き換える点を除き、実施例６を繰り返すことができる。
【０４２６】
実施例８
レシチンをアカシアゴム（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｋｏｄａｋ　Ｃｏ．から入手可能）で置き換
える点を除き、実施例６を繰り返すことができる。
【０４２７】
実施例９
レシチンをラウリル硫酸ナトリウム（ＤｕＰｏｎｔ，Ｉｎｃ．からＤｕｐｏｎｏｌ　ＭＥ
として入手可能）で置き換える点を除き、実施例６を繰り返すことができる。
【０４２８】
実施例１０
レシチンをナトリウムビス（１－エチルヘキシル）スルホスクシネートで置き換える点を
除き、実施例６を繰り返すことができる。
【０４２９】
実施例１１
レシチンを、ポリエチレンオキシドとポリプロピレンオキシドのブロックコポリマーであ
るＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ６８（ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐ．から入手可能）で置き換える点を除
き、実施例６を繰り返すことができる。
【０４３０】
実施例１２
ステロイドの５α，１７α，－１’－（メチルスルホニル）－１’Ｈ－プレグン－２０－
イノ－［３，２－ｃ］－ピラゾル－１７－オールのナノ粒子形を、酸化ジルコニウム粉砕
媒体を用いたボールミル粉砕により調製することができる。約７０ｃｃのＺｉｒｃｏａを
１１５ｃｃの容器に加えた後、Ｓｔｅｒｌｉｎｇ　Ｄｒｕｇ　Ｉｎｃ．から購入した微粉
砕していない板状結晶ステロイド約２．５ｇ、ならびに約０．７５ｇのＰｌｕｒｏｎｉｃ
　Ｆ６８（ＢＡＳＦ）および約４６．７５ｇの高純度水を加える。得られた混合物を、臨
界回転速度の５０％でボールミル粉砕する。次に、混合物を粉砕媒体から分離する。その
後、粒子サイズを測定して、平均粒子サイズが約４００ｎｍ未満であることを確認する。
続いて、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用
ポリマーには、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート（ＨＰＭＣ
ＡＳ）、セルロースアセテートトリメリテート（ＣＡＴ）、セルロースアセテートフタレ
ート（ＣＡＰ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート（ＨＰＭＣＰ）、およ
びヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）が含まれる。その後、濃度増大用ポ
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リマーを有さない対照を用いて、実施例１のとおりに試験を実施する。
【０４３１】
実施例１３
Ｐｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ６８をＣｅｎｔｒｏｌｅｘ（登録商標）Ｐ（レシチン誘導体）で置
き換える点を除き、実施例１２を繰り返すことができる。
【０４３２】
実施例１４
第１段階：１０ｇのクロスポビドン（Ｋｏｌｌｉｄｏｎ　Ｃｌ，ＢＡＳＦ）を、該粉末を
乳鉢中で継続的に混合しつつ、ジメチルホルムアミド中のグリセオフルビンの１００ｍｇ
／ｍｌ溶液２０ｍｌを徐々に加えることにより膨潤させる。その後、この方法で膨潤させ
た粉末を、減圧下、１００℃の温度で、約１２時間、または完全に乾燥するまで、オーブ
ン内に置く。
【０４３３】
第２段階：第１段階で得られた生成物２ｇを篩（１４メッシュ）に通して砕解した後、塩
化メチレン蒸気で飽和させた気密封止容器内に室温で置く。ここで、塩化メチレン蒸気は
、この溶媒で満たして該容器内に置いた貯蔵器(receptacle)からのものである。約２４時
間後、この方法で処理した粉末を、減圧下、３０℃のオーブン内で約１時間乾燥させ、１
４メッシュの篩に通して篩い分けし、１０分間混合する。
【０４３４】
次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポ
リマーは、ＭＦグレードのヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート
（ＨＰＭＣＡＳ－ＭＦ、Ｓｈｉｎ　Ｅｔｓｕから入手可能）である。得られた医薬組成物
からの使用環境での薬物の濃度は、上記のように測定することができる。これを、濃度増
大用ポリマーを用いずに上記と全く同様に製造した対照組成物と、比較することができる
。
【０４３５】
実施例１５
第１段階：１０ｇのクロスポビドン（Ｋｏｌｌｉｄｏｎ　Ｃｌ，ＢＡＳＦ）を、該粉末を
乳鉢中で継続的に混合しつつ、ジメチルホルムアミド中のグリセオフルビンの１００ｍｇ
／ｍｌ溶液２ｍｌを徐々に加えることにより膨潤させる。その後、この方法で膨潤させた
粉末を、減圧下、１００℃の温度で、約１２時間、または完全に乾燥するまで、オーブン
内に置く。
【０４３６】
第２段階：第１段階で得られた粉末２ｇを、室温で、内部湿度９０～９２％の乾燥器内に
置く。ここで、内部湿度は、処理する粉末を置く有孔床の下の同乾燥器底部に置いた適切
な塩の水溶液により得られる。約２４時間後、この方法で処理した粉末を、減圧下、８０
℃のオーブン内で約１時間乾燥させ、１４メッシュの篩に通して篩い分けし、１０分間混
合する。
【０４３７】
次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポ
リマーには、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート（ＨＰＭＣＡ
Ｓ）、セルロースアセテートトリメリテート（ＣＡＴ）、セルロースアセテートフタレー
ト（ＣＡＰ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート（ＨＰＭＣＰ）、および
ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）が含まれる。得られた医薬組成物から
の使用環境での薬物の濃度は、上記のように測定することができる。これを、濃度増大用
ポリマーを用いずに上記と全く同様に製造した対照組成物と、比較することができる。
【０４３８】
実施例１６
第１段階：１０ｇのクロスポビドン（Ｋｏｌｌｉｄｏｎ　Ｃｌ，ＢＡＳＦ）を、該粉末を
乳鉢中で継続的に混合しつつ、ジメチルホルムアミド中のグリセオフルビンの１００ｍｇ
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／ｍｌ溶液２０ｍｌを徐々に加えることにより膨潤させる。その後、この方法で膨潤させ
た粉末を、減圧下、１００℃の温度で、約１２時間、または完全に乾燥するまで、オーブ
ン内に置く。
【０４３９】
第２段階：第１段階で得られた粉末１ｇを、該粉末を約１．５時間ゆっくり混合しつつ、
１ｍｌの脱イオン水を用いて乳鉢中で湿潤させる。膨潤させた粉末を、減圧下、８０℃の
オーブン内で約１時間乾燥させる。その後、１４メッシュの篩に通して砕解し、１０分間
混合する。
【０４４０】
次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポ
リマーには、ＨＰＭＣＡＳ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれる。得
られた医薬組成物からの使用環境での薬物の濃度は、上記のように測定することができる
。これを、濃度増大用ポリマーを用いずに上記と全く同様に製造した対照組成物と、比較
することができる。
【０４４１】
実施例１７
第１段階：５００ｇのクロスポビドンを、ジメチルホルムアミド中のグリセオフルビンの
１００ｍｇ／ｍｌ溶液１０００ｍｌで膨潤させる。ここで、この溶液は、高速粗砕機での
混合を維持しつつクロスポビドンに加える。その後、膨潤させた粉末を、減圧下、１００
℃で約１２時間オーブン内で乾燥させ、続いて１４メッシュの篩に通して砕解し、１０分
間混合する。
【０４４２】
第２段階：第１段階で得られた粉末１００ｇを、噴霧装置（ＷＵＲＳＴＥＲ）を装備した
空気圧式流動床（ＧＬＡＴＴ）内で浮遊させ、２００ｍｌの脱イオン水を１時間噴霧する
。その後、熱風を流すことにより、流動床中で浮遊させたまま乾燥させる。続いて、粉末
を捕集スリーブに回収し、１４メッシュの篩に通して砕解し、１０分間混合する。
【０４４３】
次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポ
リマーには、ＨＰＭＣＡＳ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれる。得
られた医薬組成物からの使用環境での薬物の濃度は、上記のように測定することができる
。これを、濃度増大用ポリマーを用いずに上記と全く同様に製造した対照組成物と、比較
することができる。
【０４４４】
実施例１８
第１段階：３ｇのグリセオフルビンを、９ｇのクロスポビドンと混合する。この混合物１
ｇを、回転している減圧下の回転フラスコ（ＲＯＴＯＶＡＰＯＲ）内にＮ2雰囲気下（残
留空気の排気後）で２０分間置き、その間フラスコを２３５℃のシリコーン油浴に浸漬し
続ける。その後、フラスコを室温に冷却し、粉末を抽出し、１４メッシュの篩に通して篩
い分けし、１０分間混合する。
【０４４５】
第２段階：第１段階で得られた粉末０．２５０ｇを、０．５ｍｌの脱イオン水を用いて乳
鉢中で湿潤させ、その間、粉末を均質に湿潤させるために、系を１．５時間激しく混合し
た。得られた湿潤粉末を、減圧下、８０℃のオーブン内で１時間乾燥させた後、１４メッ
シュの篩に通して砕解し、１０分間混合する。
【０４４６】
次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポ
リマーには、ＨＰＭＣＡＳ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれる。得
られた医薬組成物からの使用環境での薬物の濃度は、上記のように測定することができる
。これを、濃度増大用ポリマーを用いずに上記と全く同様に製造した対照組成物と、比較
することができる。
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【０４４７】
実施例１９
３．０ｇのユビデカレノンを、７０℃の恒温容器中で溶融させる。１．８ｇのレシチン（
Ｐｈｏｓｐｈｏｌｉｐｏｎ　１００、Ｎａｔｔｅｒｍａｎｎ）を、音波処理（Ｓｏｎｉｐ
ｒｅｐ、ＭＳＥ）により溶融物に加える。７０℃に加熱した２回蒸留水(bidistilled wat
er)９５．２ｇを、溶融ユビデカレノン中のレシチンの分散系に加える。続いて、温かい
混合物を、高速ボルテクシング(vortexing)（Ｕｌｔｒａ　Ｔｕｒｒａｘ）に１２０秒間
付す。その混合物を、７０℃に加熱した水浴中に浸漬した高圧ホモジナイザー型Ｍｉｃｒ
ｏｆｌｕｉｄｉｚｅｒ（Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ　Ｃｏｒｐ．）中、９００ｂａｒで
１０分間均質化した後、冷却するために室温で放置する。
【０４４８】
次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポ
リマーには、ＨＰＭＣＡＳ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれる。得
られた医薬組成物からの使用環境での薬物の濃度は、上記のように測定することができる
。これを、濃度増大用ポリマーを用いずに上記と全く同様に製造した対照組成物と、比較
することができる。
【０４４９】
実施例２０
３．０ｇのユビデカレノンを、７０℃の恒温容器中で溶融させる。１．５ｇのレシチン（
Ｐｈｏｓｐｈｏｌｉｐｏｎ　１００、Ｎａｔｔｅｒｍａｎｎ）を、音波処理（Ｓｏｎｉｐ
ｒｅｐ、ＭＳＥ）により溶融物に加える。３００ｍｇのグリココール酸ナトリウムを、９
５．２ｇの２回蒸留水に溶解し、溶液を７０℃に加熱する。加熱した水相を、溶融ユビデ
カレノン中のレシチンの混合物に加える。温かい混合物を、高速ボルテクシング（Ｕｌｔ
ｒａ　Ｔｕｒｒａｘ）に１２０秒間付す。その混合物を、７０℃に加熱した水浴中に浸漬
した高圧ホモジナイザー型Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｚｅｒ（Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ
　Ｃｏｒｐ．）中、９００ｂａｒで１０分間均質化した後、冷却するために室温で放置す
る。
【０４５０】
次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポ
リマーには、ＨＰＭＣＡＳ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれる。得
られた医薬組成物からの使用環境での薬物の濃度は、上記のように測定することができる
。これを、濃度増大用ポリマーを用いずに上記と全く同様に製造した対照組成物と、比較
することができる。
【０４５１】
実施例２１
３．０ｇのユビデカレノンを、７０℃の恒温容器中で溶融させる。１．８ｇのレシチン（
Ｐｈｏｓｐｈｏｌｉｐｏｎ　１００、Ｎａｔｔｅｒｍａｎｎ）を、音波処理（Ｓｏｎｉｐ
ｒｅｐ、ＭＳＥ）により溶融物に加える。３８０ｍｇのグリココール酸ナトリウムを、９
４．８ｇの２回蒸留水に溶解し、溶液を７０℃に加熱する。加熱した水相を、溶融ユビデ
カレノン中のレシチンの混合物に加える。その後、温かい混合物を、高速ボルテクシング
（Ｕｌｔｒａ　Ｔｕｒｒａｘ）に１２０秒間付す。その混合物を、７０℃に加熱した水浴
中に浸漬した高圧ホモジナイザー型Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｚｅｒ（Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉ
ｄｉｃｓ　Ｃｏｒｐ．）中、９００ｂａｒで１０分間均質化した後、冷却するために室温
で放置する。
【０４５２】
次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポ
リマーには、ＨＰＭＣＡＳ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれる。得
られた医薬組成物からの使用環境での薬物の濃度は、上記のように測定することができる
。これを、濃度増大用ポリマーを用いずに上記と全く同様に製造した対照組成物と、比較
することができる。
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【０４５３】
実施例２２
２．５ｇのユビデカレノンを、７０℃の恒温容器中で溶融させる。４５０ｍｇのレシチン
（Ｐｈｏｓｐｈｏｌｉｐｏｎ　１００、Ｎａｔｔｅｒｍａｎｎ）を、音波処理（Ｓｏｎｉ
ｐｒｅｐ、ＭＳＥ）により溶融物に加える。２１０ｍｇのグリココール酸ナトリウムを、
４６．８ｇの２回蒸留水に溶解し、溶液を７０℃に加熱する。加熱した水相を、溶融ユビ
デカレノン中のレシチンの混合物に加える。７０℃でプローブ音波処理（Ｓｏｎｉｐｒｅ
ｐ、ＭＳＥ）を１２０分間行うと、ユビデカレノンのナノ粒子の微細混合物が得られる。
室温に冷却した後、蒸発水を置き換える。混合物を、実験室の遠心分離機により４０００
ｒｐｍで２０分間遠心分離して、音波処理プローブの金属くず(metal shed)を除去する。
【０４５４】
次に、濃度増大用ポリマーを、濃度増大の達成に有効な量で加える。適切な濃度増大用ポ
リマーには、ＨＰＭＣＡＳ、ＣＡＴ、ＣＡＰ、ＨＰＭＣＰおよびＨＰＭＣが含まれる。得
られた医薬組成物からの使用環境での薬物の濃度は、上記のように測定することができる
。これを、濃度増大用ポリマーを用いずに上記と全く同様に製造した対照組成物と、比較
することができる。
【０４５５】
実施例２３～２９
実施例２３～２９では、ジプラシドンメシレートとスルホブチルエーテルシクロデキスト
リン（ＳＢＥＣＤ）の錯体を形成させ、その錯体を、さまざまな濃度増大用ポリマーと混
合した。各錯体／ポリマー混合物の溶解性能を、ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの試験で評価した。
【０４５６】
ジプラシドン錯体を、以下の手順を用いて形成させた。最初に、１．１３７４ｇのＳＢＥ
ＣＤを、３７℃に温度制御したチャンバー内で約５分間撹拌することにより、３．１６ｇ
の水に溶解した。次に、０．２１６９ｇのジプラシドンメシレートを加え、溶液を温かい
チャンバーから取り出し、室温で約１分間撹拌した。透明な溶液を凍結させ、水を凍結乾
燥により除去して、乾燥粉末を得た。錯体には、１６．０２重量％のジプラシドンメシレ
ート、または１１．７４重量％の活性薬物が含有されていた。
【０４５７】
さまざまな濃度増大用ポリマーと混合した錯体からのジプラシドンの溶解を、微量遠心分
離法を用いたｉｎ　ｖｉｔｒｏでの溶解試験で評価した。ジプラシドン錯体の試料６．１
３ｍｇを、０．０６１ｍｇ（１重量％）、０．３０７ｍｇ（５重量％）、または０．６１
３ｍｇ（１０重量％）のポリマーを含む微量遠心分離管内に置いた。ポリマーの量は、錯
体の重量を基準とした重量％で表す。実施例２３は、１重量％のＭＦグレードのＨＰＭＣ
ＡＳ（Ｓｈｉｎ　Ｅｔｓｕ，東京，日本からのＨＰＭＣＡＳ－ＭＦ）との錯体の混合物を
含んでいた。実施例２４は、５重量％のＨＰＭＣＡＳ－ＭＦとの錯体の混合物を含んでい
た。実施例２５は、１０重量％のＨＰＭＣＡＳ－ＭＦとの錯体の混合物を含んでいた。実
施例２６は、１重量％のＨＦグレードのＨＰＭＣＡＳ（Ｓｈｉｎ　Ｅｔｓｕ，東京，日本
からのＨＰＭＣＡＳ－ＨＦ）との錯体の混合物を含んでいた。実施例２７は、１重量％の
ＣＡＰ（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｋｉｎｇｓｐｏｒｔ，Ｔｅｎｎｅ
ｓｓｅｅからのＮＦグレード）との錯体の混合物を含んでいた。実施例２８は、１重量％
のカルボキシメチルエチルセルロース（ＣＭＥＣ）（Ｆｒｅｕｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａ
ｌ　Ｃｏ．Ｌｔｄ．，東京，日本）との錯体の混合物を含んでいた。実施例２９は、５重
量％のＣＭＥＣとの錯体の混合物を含んでいた。試験は、２回繰り返して実施した。管を
、３７℃に温度制御したチャンバー内に置き、１．８ｍｌの５０ｍＭ　４－モルホリンプ
ロパンスルホン酸（ＭＯＰＳ）緩衝液を１５０ｍＭ　ＮａＣｌ（ｐＨ　７．４）と共に加
えた。試料を、ボルテックスミキサーを用いて約６０秒間すみやかに混合した。その試料
を、３７℃、１３０００Ｇで１分間遠心分離した。次に、得られた上澄み溶液をサンプリ
ングし、メタノールで１：４（体積に基づく）に希釈した後、高速液体クロマトグラフィ
ー（ＨＰＬＣ）により分析した。Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｕｌｔｒａｃａｒｂ　５　ＯＤ
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Ｓ　ＨＰＬＣカラムを、６０体積％の０．０２Ｍ　ＫＨ2ＰＯ4（ｐＨ　３．０）および４
０体積％のアセトニトリルの移動相を用いて使用した。ＵＶ検出は、２５４ｎｍで測定し
た。管の内容物をボルテックスミキサーで混合し、次の試料を採取するまで３７℃で静か
に放置した。試料は、４、１０、３０、６０、および９０分目に捕集した。対照１（Ｃ１
）については、６．１３ｍｇのジプラシドン錯体を、濃度増大用ポリマーを試験溶液に入
れずに試験した。対照２（Ｃ２）は、０．９８２ｍｇのジプラシドンメシレートのみから
なっていた。これらの試料中に得られた薬物の濃度を、以下に示す。
【０４５８】
【表１】
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【０４５９】
【表２】
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【０４６０】
実施例２３～２９、ならびに対照Ｃ１およびＣ２の溶解試験の結果を、表２に要約する。
【０４６１】
【表３】
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【０４６２】
表２のデータからわかるように、濃度増大用ポリマーと混合したジプラシドン錯体は、錯
体単独の場合の１６～２３倍のＣmax90値と、錯体単独の場合の５～１０倍のＡＵＣ90値
を提供する。薬物単独（Ｃ２）と比較した錯体（Ｃ１）の溶解性能は、錯体が、溶解性が
改善した形であることを示している。
【０４６３】
実施例３０～３３
実施例３０～３３では、ジプラシドンメシレートの錯体をさまざまなシクロデキストリン
を用いて形成させ、その錯体をそれぞれ、濃度増大用ポリマーとしての１重量％のＨＰＭ
ＣＡＳ－ＭＦと混合した。各錯体／ポリマー混合物の溶解性能を、ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの
試験で評価した。
【０４６４】
ジプラシドン錯体を、微量遠心分離管内で薬物、シクロデキストリン、およびポリマーを
一緒に混合することにより形成させた。薬物およびシクロデキストリンの量は、薬物／シ
クロデキストリンのモル比が１／１．２５になるように選択した。ＨＰＭＣＡＳを、錯体
の総重量の１重量％と等しい量で加えた。実施例３０は、０．９８２ｍｇのジプラシドン
メシレート、４．７１５ｍｇのＳＢＥＣＤ、および０．０５７ｍｇのＨＰＭＣＡＳ－ＭＦ
の混合物を含んでいた。実施例３１は、０．９８２ｍｇのジプラシドンメシレート、２．
８５３ｍｇのヒドロキシプロピルβ－シクロデキストリン（ＨＰＣＤ）、および０．０３
８ｍｇのＨＰＭＣＡＳ－ＭＦの混合物を含んでいた。実施例３２は、０．９８２ｍｇのジ
プラシドンメシレート、２．４７４ｍｇのβ－シクロデキストリン、および０．０３５ｍ
ｇのＨＰＭＣＡＳ－ＭＦの混合物を含んでいた。実施例３３は、０．９８２ｍｇのジプラ
シドンメシレート、２．８２７ｍｇのγ－シクロデキストリン、および０．０３８ｍｇの
ＨＰＭＣＡＳ－ＭＦの混合物を含んでいた。対照３（Ｃ３）は、ジプラシドンメシレート
とＳＢＥＣＤの混合物を含み、濃度増大用ポリマーを含んでいなかった。対照４（Ｃ４）
は、ジプラシドンメシレートとＨＰＣＤの混合物を含み、濃度増大用ポリマーを含んでい
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なかった。（β－シクロデキストリンおよびγ－シクロデキストリンの錯体は、濃度増大
用ポリマーを用いない試験を行わなかった。）
濃度増大用ポリマーと混合したこれらの錯体からのジプラシドンの溶解を、上記実施例に
記載したｉｎ　ｖｉｔｒｏでの溶解試験を用いて評価した。結果を表３に示す。
【０４６５】
【表４】

【０４６６】
【表５】
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【０４６７】
実施例３０～３３、ならびに対照Ｃ３およびＣ４の溶解試験の結果を、表４に要約する。
【０４６８】
【表６】

【０４６９】
表４のデータからわかるように、濃度増大用ポリマーと混合したジプラシドンＳＢＥＣＤ
錯体は、対照Ｃ３の場合の１５．２倍のＣmax90と、対照Ｃ３の場合の５．３倍のＡＵＣ9

0を提供する。濃度増大用ポリマーと混合したジプラシドンＨＰＣＤ錯体は、対照Ｃ４の
場合の３．３倍のＣmax90と、対照Ｃ４の場合の２．４倍のＡＵＣ90を提供する。実施例
３２および３３は、薬物単独の場合（Ｃ２、表２）の１２および６倍のＣmax90値と、薬
物単独の場合の２６および１０倍のＡＵＣ90値を提供した。
【０４７０】
本発明を、その特定の態様に特に関連して詳細に記載してきたが、本発明の精神および範
囲内で変動および修正が生じてもよいことは、理解されるであろう。
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