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(57)【要約】
本発明は、４２－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチル－ラパマイシンの精製オキセパン異性体
（ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ）、それを調製するための化学的なプロセス、更にはＳＤＺ－
ＲＡＤ異性体Ｃを含有する医薬組成物およびパック、ならびにそれを免疫抑制剤、抗炎症
薬、抗真菌薬、抗増殖剤および抗腫瘍薬として使用するための方法を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　９０ｗｔ％より高い純度を有する、以下の構造：
【化１】

のＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ化合物。
【請求項２】
　前記ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの純度が９５ｗｔ％より高い、請求項１に記載のＳＤＺ－
ＲＡＤ異性体Ｃ。
【請求項３】
　前記ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの純度が９９ｗｔ％より高い、請求項１に記載のＳＤＺ－
ＲＡＤ異性体Ｃ。
【請求項４】
　４２－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチル－ラパマイシンから、
　（ａ）４２－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチル－ラパマイシンを有機溶媒および水性緩衝
液を含有する溶液中に溶解する工程であって前記水性緩衝液が４～１０のｐＨを有してい
る工程；および
　（ｂ）前記ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃを有機溶媒中に抽出する工程；
により調製される、以下の構造：

【化２】

のＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ化合物。
【請求項５】
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　工程（ａ）における前記有機溶媒が極性非プロトン性溶媒または双極性非プロトン性溶
媒である、請求項４により調製されたＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ。
【請求項６】
　工程（ａ）における前記有機溶媒がアセトニトリルまたは１，４－ジオキサンである、
請求項５により調製されたＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ。
【請求項７】
　前記有機溶媒が１，４－ジオキサンである、請求項６により調製されたＳＤＺ－ＲＡＤ
異性体Ｃ。
【請求項８】
　前記水性緩衝液が約７～９のｐＨを有している、請求項４～７のいずれか一項により調
製されたＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ。
【請求項９】
　前記水性緩衝液が約７．５～８．５のｐＨを有している、請求項８により調製されたＳ
ＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ。
【請求項１０】
　前記水性緩衝液が約８．５のｐＨを有している、請求項９により調製されたＳＤＺ－Ｒ
ＡＤ異性体Ｃ。
【請求項１１】
　工程（ｂ）における上記有機溶媒が極性非プロトン性溶媒である、請求項４～１０のい
ずれか一項により調製されたＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ。
【請求項１２】
　工程（ｂ）における前記有機溶媒がＣＨ２Ｃｌ２である、請求項１１により調製された
ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ。
【請求項１３】
　請求項４～１２のいずれか一項に記載されているいずれか一つのプロセスにより得られ
る、以下の構造：
【化３】

のＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ化合物。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載のＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃおよび薬学的に許容さ
れる担体または賦形剤を含む、医薬組成物。
【請求項１５】
　哺乳動物に対する処置クールを含む薬学的なパックであって、前記パックが、単位投薬
形態の請求項１～１３のいずれか一項に記載のＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの単位を含んでい
る、薬学的なパック。
【請求項１６】
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　哺乳動物に対する処置クールを含む薬学的なパックであって、前記パックが、単位投薬
形態の請求項１～１３のいずれか一項に記載のＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの単位を含んでい
る、薬学的なパック。
【請求項１７】
　薬剤として使用するための、以下の構造：
【化４】

のＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ化合物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の背景）
　本発明は、４２－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチル－ラパマイシンの新規なオキセパン（
oxepane）異性体、その異性体を調製するためのプロセス、ならびに数ある中でもとりわ
け移植による拒絶反応、移植片対宿主病、自己免疫疾患、炎症性疾患、成人Ｔ細胞白血病
／リンパ腫、充実性腫瘍、真菌感染症および過剰増殖性血管障害の処置、予防または抑制
におけるその異性体の使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＳＤＺ－ＲＡＤまたはＲＡＤ－６６６としても知られている４０－Ｏ－（２－ヒドロキ
シ）エチルラパマイシンの構造および合成は、米国特許第５，６６５，７７２号（Cotten
sら）および国際特許公開公報第９４／０９０１０号に記載されている。米国特許第５，
６６５，７７２号に従って調製された場合、ＳＤＺ－ＲＡＤは、約９５ｗｔ％の異性体Ｂ
および３０ｗｔ％の異性体Ｃ（オキセパン異性体）を含有する混合物として存在する。
【０００３】
　４０－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチルラパマイシンは、付番様式（numbering conventi
on）の変更により、現在では４２－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチルラパマイシンとして知
られている。ＳＤＺ－ＲＡＤは、ストレプトマイセスハイグロスコピクス（Streptomyces
 hygroscopicus）により自然に産生される大環状トリエン抗生物質であるラパマイシンの
類似体である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ラパマイシンは、ラパマイシンの抗腫瘍効果および免疫抑制効果に基づく一連の用途に
おいて有用性が見出されている。そのような用途としては、全身性エリテマトーデス、肺
炎症、インスリン依存性糖尿病、血管手術後の平滑筋細胞増殖および内膜肥厚、成人Ｔ細
胞白血病／リンパ腫、ならびに眼炎症の予防または処置が挙げられる。ラパマイシンおよ
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び、ＳＤＺ－ＲＡＤを含むラパマイシン誘導体は、これらの状態および他の状態の処置を
目的とした研究が継続的に行われている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（発明の要旨）
　本発明は、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃとしても知られている、４２－Ｏ－（２－ヒドロキ
シ）エチルラパマイシン（ＳＤＺ－ＲＡＤ）の精製オキセパン異性体を提供する。
【０００６】
　別の態様においては、本発明は、ＳＤＺ－ＲＡＤから精製ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃを調
製するための化学的なプロセスを提供する。
【０００７】
　別の態様においては、本発明は、それらを必要としている哺乳動物において、数ある疾
患および障害の中でもとりわけ移植による拒絶反応、移植片対宿主病、自己免疫疾患、炎
症性疾患、成人Ｔ細胞白血病／リンパ腫、充実性腫瘍、真菌感染症および過剰増殖性血管
障害の処置、抑制および予防において使用するための、精製ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃを含
有する医薬組成物を提供する。
【０００８】
　別の態様においては、本発明は、それらを必要としている哺乳動物において、数ある疾
患および障害の中でもとりわけ移植による拒絶反応、移植片対宿主病、自己免疫疾患、炎
症性疾患、成人Ｔ細胞白血病／リンパ腫、充実性腫瘍、真菌感染症および過剰増殖性血管
障害を処置、抑制および予防するのに有用な薬剤の調製における、精製ＳＤＺ－ＲＡＤ異
性体Ｃの使用を提供する。
【０００９】
　更に別の態様においては、本発明は、個々の哺乳動物に対して、数ある疾患および障害
の中でもとりわけ移植による拒絶反応、移植片対宿主病、自己免疫疾患、炎症性疾患、成
人Ｔ細胞白血病／リンパ腫、充実性腫瘍、真菌感染症および過剰増殖性血管障害に対する
処置クール（course of treatment）を含む薬学的なキットまたはパックを提供し、その
薬学的なキットまたはパックは、単位投薬形態の精製ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃを有する容
器を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　（発明の詳細な説明）
　本発明は、４２－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチルラパマイシン（「ＳＤＺ－ＲＡＤ」）
の精製オキセパン異性体を提供し、そのオキセパン異性体は、以下の構造：
【化５】

を有し、また、式：１，１７－ジヒドロキシ－１１－｛２－［４－（２－ヒドロキシ－エ
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トキシ）－３－メトキシ－シクロヘキシル］－１メチル－エチル｝－１８，２９－ジメト
キシ－１４，１６，２０，２２，２８，３４－ヘキサメチル－１０，３６－ジオキサ－３
－アザ－トリシクロ［２９．４．１．０～３，８］ヘキサトリアコンタ－１５，２３，２
５，２７－テトラエン－２，９，１３，１９，３５－ペンタオン；で表すこともできる。
【００１１】
　本明細書で使用する場合、「ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ」という用語は、前式を有する化
合物を意味する。
【００１２】
　本明細書で使用する場合、「精製ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ」という用語は、前式を有す
る化合物（即ち、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ）であって、９０ｗｔ％より高い純度、または
９５ｗｔ％、９８ｗｔ％もしくは９９ｗｔ％より高い純度を有する化合物を意味する。
【００１３】
　また、本発明により、ＳＤＺ－ＲＡＤから精製ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃを調製するため
の化学的なプロセスも提供される。ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体ＣはＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｂと
平衡状態で存在する。ここで記載されている状況下において、前述の平衡は、下の図式Ｉ
で要約されているように、主流の（greatly favored）異性体Ｂ状態から異性体Ｃ状態を
とることができる。ＳＤＺ－ＲＡＤ（４２－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチルラパマイシン
）の調製については、米国特許第５，６６５，７７２号（Cottenら）において（前の４０
－Ｏ－（２－ヒドロキシ）エチルラパマイシンの名前で）記載されている。中間体を通じ
るＳＤＺ－ＲＡＤ異性体ＢのＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃへの変換は、約ｐＨ４～ｐＨ１０の
範囲において、水性緩衝液と有機溶媒との混合物中で達成することができる。別の実施形
態においては、上述の水性緩衝液は、約４～１０、５～９、６～９、７～９または７．５
～８．５のｐＨを有している。一つの更なる実施形態においては、その水性緩衝液は約８
．５のｐＨを有している。
【化６】

【００１４】
　一つの実施形態においては、上述の緩衝液はトリエチルアンモニウムアセタート（ＴＥ
ＡＡ）である。別の実施形態においては、任意の適切な水性緩衝液は、当業者であれば容
易に選択することができ、そのような緩衝液としては、これらに限定するものではないが
、リン酸緩衝生理食塩水およびクエン酸ナトリウム緩衝剤を含む水が挙げられる。一つの
実施形態においては、上述の有機溶媒は、極性非プロトン性溶媒、即ち、分子双極子を有
しているが、それらの水素原子が酸素もしくは窒素に結合されていない溶媒、または双極
性非プロトン性溶媒、即ち、ゼロ分子双極子（zero molecular dipole）を有しており、
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それらの水素原子が酸素もしくは窒素に結合されていないが、個々の原子に電荷を有して
いる溶媒である。一つの実施形態においては、その有機溶媒はアセトニトリル（Ｈ－ＣＯ
－Ｎ（ＣＨ３）２）または１，４－ジオキサン（通常、ジオキサンと呼ばれている）であ
る。別の実施形態においては、その有機溶媒は１，４－ジオキサンである。他の実施形態
においては、その有機溶媒は、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ；ＣＨ

３－ＳＯ－ＣＨ３）、ジメチルホルムアミド（ＨＣＯＮ（ＣＨ３）２）、アルデヒドまた
はケトンである。更に別の実施形態においては、上述の溶媒の組合せも想定されている。
一つの実施形態においては、上述の水性緩衝液および有機溶媒は、体積で約１：１．５～
約１：１の比で提供される。しかし、当業者にとっては、容易に、他の適切な緩衝液：溶
媒比が明らかであろう。同様に、当業者にとっては、本明細書に照らし、容易に、本発明
のプロセスに有用な他の適切な水性緩衝液および有機溶媒が明らかであろう。
【００１５】
　ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体ＢからＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃへの変換反応は、室温、即ち、約
２２℃～約２８℃の温度で実施されてよい。代替的に、その変換は、必要に応じて、より
低い温度またはより高い温度で実施されてもよい。典型的には、変換は、約４時間（必要
に応じ、または望ましい場合、それ以上の長い時間）進行させてよく、適切な有機溶媒を
用いるＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの抽出により停止させることができる。
【００１６】
　一つの実施形態においては、上述の抽出で使用される有機溶媒は極性非プロトン性溶媒
である。一つの実施形態では、この抽出で使用される有機溶媒は塩化メチレン（ＣＨ２Ｃ
ｌ２）である。当業者にとっては、本明細書に照らし、容易に、他の適切な溶媒またはそ
れらの溶媒の組合せが明らかであろう。
【００１７】
　ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの単離は、分取クロマトグラフィー技術、例えば当業者に公知
の分取クロマトグラフィーなどにより達成することができる。一般的な内容については、
R. P. W. Scottによる「Preparative Chromatography（Chrom-Ed Book Series、オンライ
ンで入手可能）」およびGuiochon，G.らによる「Fundamentals of Preparative and Nonl
inear Chromatography（1st Academic Press(1994)）」を参照のこと。
【００１８】
　ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃは、移植による拒絶反応、例えば腎臓、心臓、肝臓、肺、骨髄
、膵臓（島細胞）、角膜、小腸、皮膚同種移植片および心臓弁異種移植片などの移植によ
る拒絶反応；移植片対宿主病；自己免疫疾患、例えば狼瘡、関節リウマチ、真性糖尿病、
重症筋無力症および多発性硬化症など；炎症性疾患、例えば乾癬、皮膚炎、湿疹、脂漏症
、炎症性腸疾患、肺炎症（喘息、慢性閉塞性肺疾患、気腫、急性呼吸窮迫症候群、気管支
炎などを含む）および眼ブドウ膜炎などの処置、予防もしくは抑制における免疫抑制剤お
よび抗炎症薬として有用であり、またはこれらの処置、予防もしくは抑制に役立つ薬剤の
調製に有用である。
【００１９】
　また、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃは、抗腫瘍活性、抗真菌活性および増殖抑制作用も有し
ている。従って、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃは、充実性腫瘍、例えば類線維腫（子宮平滑筋
腫）、肉腫および癌腫を含む充実性腫瘍、例えば星状細胞腫、前立腺癌、乳癌、結腸癌、
小細胞肺癌および卵巣癌など；貧血；成人Ｔ細胞白血病／リンパ腫；マントル細胞リンパ
腫；真菌感染症；および過剰増殖性血管疾患、例えば再狭窄症、移植片血管アテローム性
動脈硬化症（graft vascular atheroscleosis）、心臓血管疾患、脳血管疾患および末梢
血管疾患など、例えば冠状動脈疾患、脳血管障害、動脈硬化症、アテローム性動脈硬化症
、非アテローム性動脈硬化症、免疫介在性血管損傷をもたらす細胞事象に由来する血管壁
損傷、血管外傷後の平滑筋細胞増殖および内膜肥厚、ならびに脳卒中（stroke）または多
発脳梗塞性認知症(multiinfarct dementia)など：の処置、予防もしくは抑制に有用であ
り、またはこれらの処置、予防もしくは抑制に役立つ薬剤の調製に有用である。一つの実
施形態においては、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃは、血管形成術後の再狭窄症を処置、予防ま
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たは抑制するために使用される。この目的で使用される場合、ＳＤＺ－異性体Ｃは、上述
の手順が行われる前、行われている間もしくは行われた後に投与されてもよいし、または
上述のタイミングを組み合わせて投与されてもよい。
【００２０】
　上述のいずれかの疾患または状態を処置または抑制または予防するために投与する場合
、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃは、哺乳動物に対し、経口的に、非経口的に、静脈内に、腹腔
内に、筋肉内に、鼻腔内に、気管支内に、経皮的に、局所的に、膣内に、または経直腸的
に投与されてよい。
【００２１】
　投薬必要量は投与経路により異なる。一つの実施形態においては、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性
体Ｃの一日投薬量は、約０．１μｇ／ｋｇ～１００μｇ／ｋｇ、０．００１ｍｇ／ｋｇ～
２５ｍｇ／ｋｇ、または約０．０１ｍｇ／ｋｇ～５ｍｇ／ｋｇである。他の実施形態にお
いては、その投薬量は、投与経路、症状の重症度および処置される被験体（即ち、患者の
病歴）に依存して変わる。処置は、一般的には、少なめの投薬量、即ち、最適用量未満の
投薬量から始められる。この後、投薬量は、その状況下における最適な効果に到達するま
で、増量される。正確な投薬量は、一般的な経験および治療される個々の被験体または患
者における経験に基づき、施療医師により決定されてよい。
【００２２】
　また、本発明によるＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃおよび一つもしくはそれ以上の薬学的に許
容される担体または賦形剤の薬学組成物も本発明により提供される。これらの薬学的な担
体または賦形剤は、固体であってよく、または液体であってもよい。固体の担体は、矯味
矯臭剤、滑沢剤、可溶化剤、懸濁化剤、キレート化剤、界面活性剤、充填剤、流動促進剤
、圧縮助剤（compression aid）、結合剤、錠剤崩壊剤またはカプセル化材料としても作
用し得る一つもしくはそれ以上の物質を含むことができる。粉末剤の場合には、担体は微
粉化された固体であり、この固体が微粉化された活性成分、即ち、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体
Ｃと混ぜ合わされる。錠剤の場合には、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃが、必要な圧縮特性を有
する担体と適切な割合で混合され、所望の形状およびサイズに圧縮される。一つの実施形
態においては、これらの粉末剤および錠剤は、約９９％以上の活性成分を含んでいる。適
切な固体担体としては、例えばリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク、
糖、ラクトース、デキストリン、デンプン、ゼラチン、セルロース、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、ポリビニルピロリジン、低融点ワックスおよび
イオン交換樹脂が挙げられる。
【００２３】
　溶液剤、懸濁剤、乳剤、シロップ剤、エリキシル剤および加圧組成物の調製では液体の
担体が使用される。本活性成分が、薬学的に許容される液体担体、例えば水、有機溶媒、
水と有機溶媒の混合物、または薬学的に許容される油もしくは脂肪などに溶解または懸濁
されてよい。この液体担体は、他の適切な薬学的添加剤、例えば可溶化剤、乳化剤、緩衝
剤、保存剤、甘味剤、矯味矯臭剤、懸濁化剤、キレート化剤、界面活性剤（例えばポリソ
ルベート２０またはポリソルベート８０）、増粘剤、着色剤、粘度調節剤、酸化防止剤、
安定剤または浸透圧調節剤などを含んでいてよい。経口投与用および非経口投与用の適切
な液体担体は、水（上述のような添加剤、例えばセルロース誘導体を含有する水、例えば
ナトリウムカルボキシメチルセルロース溶液など）、アルコール（一価アルコールおよび
多価アルコール、例えばグリコールを含む）およびそれらの誘導体、レシチン、ならびに
油（例えばヤシ油およびラッカセイ油）を含む。非経口投与用の場合、担体は、油性エス
テル、例えばエチルオレアートおよびイソプロピルミリスタートなどであってもよい。無
菌の液体担体は、非経口投与用の無菌の液体形態の組成物に有用である。加圧組成物用の
液体担体は、ハロゲン化炭化水素または他の薬学的に許容される噴霧剤であってよい。
【００２４】
　ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの経口用製剤は、従来使用されているあらゆる経口用の形態を
含むことができ、そのような形態としては、錠剤、カプセル剤、口腔用の形態、トローチ
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剤、ロゼンジおよび経口用液剤、懸濁剤または溶液剤が挙げられる。カプセル剤は、ＳＤ
Ｚ－ＲＡＤ異性体Ｃと不活性な充填剤および／または希釈剤、例えば薬学的に許容される
デンプン（例えばトウモロコシデンプン、ジャガイモデンプン、またはタピオカデンプン
）、糖、人工甘味剤、粉末セルロース、例えば結晶セルロースおよび微結晶性セルロース
など、小麦粉（flours）、ゼラチン、ゴムなどとの混合物を含んでいてよい。
【００２５】
　有用な錠剤製剤は、従来の圧縮法、湿性造粒法または乾性造粒法により製造することが
でき、また、薬学的に許容される希釈剤、結合剤、滑沢剤、崩壊剤、表面改変剤（界面活
性剤を含む）、懸濁化剤または安定剤を利用することができ、そのような添加剤としては
、これらに限定するものではないが、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、タルク
、ラウリル硫酸ナトリウム、微結晶性セルロース、カルボキシメチルセルロースカルシウ
ム、ポリビニルピロリドン、ゼラチン、アルギン酸、アカシアガム、キサンタンガム、ク
エン酸ナトリウム、複合シリカート（complex silicate）、炭酸カルシウム、グリシン、
デキストリン、スクロース、ソルビトール、第二リン酸カルシウム、硫酸カルシウム、ラ
クトース、カオリン、マンニトール、塩化ナトリウム、乾燥デンプンおよび粉末糖が挙げ
られる。錠剤製剤に有用な表面改変剤は、非イオン性およびアニオン性の表面改変剤を含
む。表面改変剤の代表的な例としては、これらに限定するものではないが、ポロキサマー
１８８、塩化ベンザルコニウム、ステアリン酸カルシウム、セトステアリルアルコール、
セトマクロゴール乳化ワックス、ソルビタンエステル、コロイド状二酸化ケイ素、リン酸
塩、ドデシル硫酸ナトリウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウムおよびトリエタノールア
ミンが挙げられる。ここで述べられている経口用製剤は、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの吸収
を変えるべく、標準的な遅延放出製剤法または持続放出製剤法を利用することができる。
また、この経口用の製剤は、本活性成分を必要に応じて適切な可溶化剤または乳化剤を含
有する水または果汁に投与したものを含むことができる。
【００２６】
　注射用として適切なＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの薬学的形態は、無菌の注射可能な溶液ま
たは分散液をその場で調製するための無菌の水性溶液または分散液および無菌粉末を含む
。すべての場合において、その形態は、無菌でなければならず、そして、容易な注射針通
過性（syringability）が存在する程度にまで流動性を有していなければならない。その
形態は、製造条件および保管条件下において安定していなければならず、そして、微生物
、例えば細菌および真菌などの汚染作用に対して保護されていなければならない。担体は
、溶媒または分散媒質であってよく、例えば水、エタノール、ポリオール（例えばグリセ
ロール、プロピレングリコールおよび液体ポリエチレングリコール）、それらの適切な混
合物および植物油を含有する。
【００２７】
　本発明において有用な非経口用製剤は、直接的な注射による投与に適した投薬形態を製
造するために使用されてよく、または静脈内注射用の無菌注入液への付加に適した投薬形
態を製造するために使用されてもよい。
【００２８】
　別の実施形態においては、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃは、エアロゾルの形態で気道に直接
的に投与することができるように調製されてよい。
【００２９】
　経皮的な投与は、本活性化合物および担体を含有する経皮的パッチ剤の使用を通じて達
成することができ、前述の担体は、活性化合物に対して不活性であり、皮膚に無毒であり
、皮膚を介して為される血流中への全身性の吸収で本薬剤の送給を可能にする。経皮的な
投与は、上皮組織および粘膜組織を含め、身体の表面および身体通路の内層を横断するす
べての投与を含むものと理解される。そのような投与は、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃを用い
、ローション剤、クリーム剤、フォーム剤、パッチ剤、懸濁剤、溶液剤および坐剤（直腸
用および膣用）を使用して実施することができる。
【００３０】
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　担体はかなり多数の形態を取ることができ、例えばクリームおよび軟膏、ペースト、ゲ
ル、ならびに密封デバイス（occlusive device）などの形態を取ることができる。クリー
ムおよび軟膏は、粘性の液体、または水中油型もしくは油中水型のいずれかの半固体エマ
ルジョンであってよい。本活性成分を含有する石油または親水性石油（hydrophilic petr
oleum）中に分散された吸収性粉末から成るペーストも適している。本活性成分を血流中
に放出するために様々な密封デバイスを使用することができ、例えば担体を伴う本活性成
分もしくは担体を伴わない本活性成分を含有するレザバーを覆う半透膜、または本活性成
分を含有するマトリックスなどを使用することができる。文献において公知の他の密封デ
バイスも本発明により企図されている。
【００３１】
　坐剤製剤は調合技術分野において公知の材料から製造されてよく、そのような材料は、
坐剤の融点を変えるべくワックスの付加を伴ったココアバター、またはワックスの付加を
伴わないココアバター、およびグリセリンを含む。水溶性の坐剤の基剤、例えば様々な分
子量のポリエチレングリコールなども使用することができる。
【００３２】
　ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃは、あらゆる適切な送達経路およびビヒクルに合わせて調合さ
れてよく、種々のパーツからなる薬学的なパックまたはキットの形態に組み立てられてよ
い。本発明による薬学的なパックまたはキットは、本明細書において列挙されているいず
れかの疾患もしくは障害の処置、抑制または予防に有用であり、またはそれらの疾患もし
くは障害に有用な薬剤の調製に役立つ。一つの実施形態においては、本発明は、哺乳動物
の処置において使用するための本発明によるＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃを含有する製品（pr
oduct）を含む。別の実施形態においては、本発明は、一つの個別的な哺乳動物に対する
新生物の処置クールを含む薬学的なパックを含み、ここで、そのパックは、単位投薬形態
においてＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの単位を含有している。更に別の実施形態においては、
上述のパック／キットは、他の構成要素、例えばＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの希釈、混合お
よび／または投与に関する指示書、容器、注射器、注射針などを含んでいる。当業者にと
っては、容易に、他のそのようなパック／キット構成要素が明らかであろう。
【００３３】
　ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの調製において使用される試薬は、商業的に入手することもで
きるし、または文献に記載されている標準的な手順により調製することもできる。以下の
実施例は、本発明の例証ではあるが、本発明を限定するものではない。
【実施例１】
【００３４】
　Ａ．材料および機器
　ＳＤＺ－ＲＡＤは、Chemical Development Wyeth-Ayerst Research,Pearl River,NYか
ら入手した。すべての溶媒はＨＰＬＣグレードであり、すべての他の化学薬品は分析試薬
または同等品であった。分取ＨＰＬＣは、Rainin Instrument Company,Inc.（Woburn,MA
）から入手した２台のＤｙｎａｍａｘＴＭ溶媒送達システム（Model SD-1）と１台のＤｙ
ｎａｍａｘＴＭ吸光度検出器（Model UV-1）で構成された。自動高速真空（speed-vac）
濃縮機（Savant,Model AS 160）はSavant Instruments,Inc.（Holbrook,NY）から入手し
、ＢＵＣＨＩ回転式蒸発システム（ＲＥ　２６０およびＲ　１２４）はＢｕｃｈｉ（Flaw
il,Switzerland）から入手した。１Ｈ ＮＭＲおよび１３Ｃのデータは、２５℃のプロー
ブ温度での６００ＭＨｚ　Ｖａｒｉａｎ　Ｕｎｉｔｙ　Ｐｌｕｓ分光計で取得された。質
量スペクトルは、ＰＥ　Ｓｃｉｅｘから入手したＡＰＩ　３６５質量分光光度計により得
られた。すべてのサンプルは、周囲温度で調製され、実施された。
【００３５】
　Ｂ．化合物の調製
　ＳＤＺ－ＲＡＤ（４０ｍｇ；０．０４２ｍｍｏｌ）を５０ｍＬの４０％の０．１Ｍ Ｔ
ＥＡＡ緩衝液（ｐＨ８．５）および６０％のジオキサン中に溶解した。その溶液を室温（
約２２℃～２８℃）で４時間攪拌した。この変換を２×５０ｍＬのＣＨ２Ｃｌ２での抽出
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により停止させた。上記有機層を回転式蒸発システムにより減量し、乾燥させた。化合物
の単離は、６０％のジオキサンおよびｐＨ３．９の０．０１Ｍ ＴＥＡＡ緩衝液を含む４
０％の水から成る移動相を用いて、ＢＤＳ－Ｈｙｐｅｒｓｉｌ－Ｃ１８カラム（２５０×
２０ｍｍ）により行った。流量は１２ｍＬ／分であった。異性体Ｃのフラクション（２８
．９分）を収集し、分液漏斗を用いてＣＨ２Ｃｌ２で抽出した。上記有機層を合わせ、２
×５０ｍＬの水で洗った後、上記有機層を無水Ｎａ２ＳＯ４を用いて乾燥させた。その有
機溶媒を回転蒸発により約１ｍＬにまで減量した。上記生成物をバイアルに移し、ｎ－ヘ
キサンを加えることにより沈殿させた。溶媒を吹き飛ばすべくＮ２を用いることにより白
色の粉末が得られ、そのバイアルを高速真空濃縮機（speed-vac）に入れて一晩乾燥させ
た。各精製工程での異性体Ｃの純度をＨＰＬＣにより分析した。ＥＳＩ質量分析は分子イ
オン［Ｍ＋ＮＨ４］＋ ｍ／ｅ ９７５．８を示し、これはＳＤＺ－ＲＡＤの基準サンプル
と同じである。
【００３６】
　ＮＭＲサンプルはアセトン－ｄ６中において調製された。表：２５℃、５００ＭＨｚ（
１３Ｃ：１００ＭＨｚ）でのアセトン－ｄ６中におけるＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃ（ＮＢ＃
Ｌ２０１５６－ｘｘｘ）のプロトンおよび炭素共鳴アサインメント（assignment）
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【実施例２】
【００３７】
　本発明の化合物の抗真菌活性は、幾つかの真菌の菌株に対して評価することにより確か
められた。簡単に説明すると、以下の手順を用いてそのような活性が評価された。９６ウ
ェルのマイクロタイタープレートにＲＰＭＩ　１６４０を満たした（５０μＬ／ウェル）
。評価されるべき化合物を適切なウェルに入れ、一連のウェル内で連続希釈し、幾つかの
希釈物を作成した。濃度は６４ｍｇ／ｍＬ～０．０６ｍｇ／ｍＬの範囲であった。調整さ
れた接種真菌材料（５０μＬ）を各ウェルに加え、それらのプレートを３５℃で２４～４
８時間インキュベートした。最小発育阻止濃度（ＭＩＣ）は、ウェル内における生物体の
成長を完全に抑制した化合物の最も低い濃度である。以下の表は、この標準的な薬理学的
試験手順で得られた結果を示している。同じ真菌名が一回より多く列挙されている場合、
それは、一つより多くの菌株が評価されたことを示す。本発明の化合物は、この表の見出
しでは「化合物」として掲載されている。
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【表２】

【００３８】
　この標準的な薬理学的試験手順で得られた結果は、ＳＤＺ－ＲＡＤ異性体Ｃの有効性を
明示している。
【００３９】
　本明細書で参照されているすべての特許、特許出願、論文、刊行物および他の文書は、
参照により本明細書に組み込まれる。当業者であれば、以下の特許請求の範囲で定められ
ている通りの本発明から逸脱することなく、本明細書で記載されている実施形態において
条件および技術に対して軽微な改変を様々に変更することができ、そして、それらの改変
が本発明により包含されていることを認識するであろう。
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