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(57)【要約】
本明細書において提供されるのは、エルゴリン化合物およびその医薬組成物である。いく
つかの実施形態では、本明細書において提供されるのは、本明細書に開示された化合物お
よび医薬組成物を用いた、種々の医学的障害、たとえば片頭痛などの処置、予防または軽
減の方法である。なお他の実施形態では、本明細書において提供されるのは、本明細書に
開示された化合物および医薬組成物を用いて、たとえば５－ＨＴ２Ｂ受容体を作動させる
ことなく５－ＨＴ１Ａ受容体、５－ＨＴ１Ｂ受容体および５－ＨＴ１Ｄ受容体などの受容
体を作動させる方法である。なお他の実施形態では、本明細書において提供されるのは、
本明細書に開示された化合物および医薬組成物を用いて５－ＨＴ２Ｂ、アドレナリンα２

Ａおよび／またはα２Ｂ受容体を拮抗する方法である。なお他の実施形態では、本明細書
において提供されるのは、本明細書に開示された化合物および医薬組成物を用いてＤ２お
よびＤ３受容体を拮抗する方法である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記構造式（Ｉ）の化合物であって、
【化１】

　式中、
　Ｒ１は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、アリー
ル、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ハロ、ハロアルキル、ヘ
テロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、置換ヘテロアリールアル
キル、－Ｓ（Ｏ）ｊＲ１０１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１０２Ｒ１０３または－ＣＯ２Ｒ１０４で
あり；
　Ｒ２はアルキル、置換アルキル、アシル、置換アシル、ハロ、ハロアルキル、ヘテロア
ルキル、置換ヘテロアルキル、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ヘテロアリー
ル、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、置換ヘテロアリールアルキル、－Ｎ
Ｏ２、－Ｎ３、－Ｓ（Ｏ）ｋＲ１１０、－ＯＲ１１１、－ＮＲ１１２Ｒ１１３、－Ｃ（Ｏ
）ＮＲ１１４Ｒ１１５、－ＯＣ（Ｏ）ＮＲ１１６Ｒ１１７、－ＣＯ２Ｒ１１８または－Ｏ
Ｃ（Ｏ）Ｒ１１９であり；
　ｎは０、１、２または３であり；
　Ｒ３は水素、アルキル、置換アルキル、ハロアルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテロア
ルキル、アリール、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ヘテロア
リール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキルまたは置換ヘテロアリールアルキ
ルであり；
　Ｒ４およびＲ５は独立に水素、アルキル、置換アルキル、ハロ、ハロアルキル、－ＯＲ

１２０、－ＯＣ（Ｏ）ＮＲ１２１Ｒ１２２、－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１２３であるか、またはそれ
らが結合している原子と一緒になって二重結合を形成し；
　Ｒ６およびＲ７は独立に水素、アシル、置換アシル、アルキル、置換アルキル、ハロア
ルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロアルキルであり；
　Ｘは－Ｓ－、－ＳＯ２－または－ＮＲ８－であり；
　Ｚは－ＣＨ２－または－ＮＲ９－であり；
　ａは０または１であり；
　Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２３は独立に水素、アルキル、
置換アルキル、アシル、置換アシル、アリール、置換アリール、アリールアルキル、置換
アリールアルキル、ハロアルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、ヘテロアリー
ル、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキルまたは置換ヘテロアリールアルキルで
あり；
　Ｒ１０１およびＲ１１０は独立にアルキル、置換アルキル、アシル、置換アシル、アリ
ール、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ハロ、ハロアルキル、
ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロア
リールアルキルまたは置換ヘテロアリールアルキルであり；かつ
　任意選択的に、Ｒ１およびＲ８はそれらが結合している原子と共に５員、６員または７
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員環を形成し； 
　ただし、Ｒ６およびＲ７の両方がアシルであることはない
化合物
　またはそれらの多形、塩、水和物もしくは溶剤和物。
【請求項２】
　下記構造式（ＩＩ）の請求項１に記載の化合物であって、
【化２】

式中、Ｒ７は
【化３】

であり；
Ｒ１０はアルキル、置換アルキル、ハロアルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロアル
キルであり；
Ｙは－Ｓ（Ｏ）ｋＲ１１、－ＯＲ１２または－ＮＲ１３Ｒ１４であり；
ｋは０、１または２であり；
ｂは１、２、３または４であり；
Ｒ１１はアルキル、置換アルキル、アシル、置換アシル、アリール、置換アリール、アリ
ールアルキル、置換アリールアルキル、ハロ、ハロアルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテ
ロアルキル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキルまたは置換
ヘテロアリールアルキルであり；かつ
Ｒ１２～Ｒ１４は独立に水素、アルキル、置換アルキル、アシル、置換アシル、アリール
、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ハロアルキル、ヘテロアル
キル、置換ヘテロアルキル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアル
キルまたは置換ヘテロアリールアルキルである
化合物。
【請求項３】
　請求項２に記載の化合物であって、
Ｒ１は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロアルキルであり
；
Ｒ２はアルキル、置換アルキル、アシル、ハロ、－ＯＲ１１１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ

１１５または－ＣＯ２Ｒ１１８であり；

ｎは０または１であり；
Ｒ３は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロアルキルであり
；
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Ｒ４およびＲ５は独立に水素、アルキル、置換アルキル、－ＯＲ１２０であるか、または
それらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成し；
Ｒ１０はアルキルまたは置換アルキルであり；
ｂは１または２であり；
Ｙは－ＯＲ１２または－ＮＲ１３Ｒ１４であり；

Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１２～Ｒ１４、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２３は独立に水
素、アルキル、置換アルキル、アリールアルキルまたは置換アリールアルキルであり；か
つ
Ｒ１０１およびＲ１１０は独立にアルキル、置換アルキル、アリールアルキルまたは置換
アリールアルキルである
化合物。
【請求項４】
　請求項２に記載の化合物であって、
Ｒ１は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロアルキルであり
；
Ｒ２はアルキル、置換アルキル、アシル、ハロ、－ＯＲ１１１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ

１１５または－ＣＯ２Ｒ１１８であり；

ｎは０または１であり；
Ｒ３は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロアルキルであり
；
Ｒ４およびＲ５は独立に水素、アルキル、置換アルキル、－ＯＲ１２０であるか、または
それらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成し；
Ｒ１０はアルキルまたは置換アルキルであり；
ｂは１または２であり；
Ｙは－ＯＲ１２または－ＮＲ１３Ｒ１４であり；

Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１２～Ｒ１４、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２３は独立に水
素、アルキルまたはアリールアルキルであり；かつ
Ｒ１０１およびＲ１１０は独立にアルキルまたはアリールアルキルである
化合物。
【請求項５】
　下記構造式（ＩＩＩ）の請求項２に記載の化合物であって、
【化４】

式中、
Ｒ７は
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【化５】

であり；
Ｒ１０はメチルであり、ｂは１であり；ＹはＯＨである
化合物。
【請求項６】
　下記構造式（ＩＶ）の請求項２に記載の化合物であって、

【化６】

式中、
Ｒ１はハロ、水素、アルキルまたは置換アルキルであり；
Ｒ３はアルキルであり；
Ｒ７は
【化７】

であり；
Ｒ１０はアルキルまたは置換アルキルであり；かつ
Ｙは－ＯＲ１２である
化合物。
【請求項７】
　下記構造式（Ｖ）の請求項６に記載の化合物であって、

【化８】

式中、



(6) JP 2018-502888 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

Ｒ７は
【化９】

であり、
Ｒ１０はメチルであり、ｂは１であり、ＹはＯＨである
化合物。
【請求項８】
　下記構造式（ＶＩ）の請求項６に記載の化合物であって、
【化１０】

式中、
Ｒ７は
【化１１】

であり；
Ｒ１０はメチルであり、ｂは１であり、ＹはＯＨである
化合物。
【請求項９】
　下記構造式（ＶＩＩ）の請求項１に記載の化合物であって、

【化１２】
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式中、
Ｒ１はＣ３～Ｃ６シクロアルキルまたは置換Ｃ３～Ｃ６シクロアルキルであり；
Ｒ３は水素またはアルキルであり；Ｒ４およびＲ５は独立に水素、ハロ、－ＯＲ１２０、
－ＯＣ（Ｏ）ＮＲ１２１Ｒ１２２、－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１２３であるか、またはそれらが結合
している原子と一緒になって二重結合を形成し；
Ｒ６およびＲ７は独立に水素またはアルキルであり；
Ｒ８およびＲ９は独立に水素またはアルキルであり；
Ｒ１２０は水素、メチルまたはアルキルであり；
Ｒ１２１、Ｒ１２２は独立に水素またはアルキルであり；かつ
Ｒ１２３はアルキルである
化合物
【請求項１０】
　Ｒ４およびＲ５の両方が水素であるか、または二重結合を形成している場合に限り、Ｒ

１はＣ３シクロプロピルまたは置換Ｃ３シクロプロピルである、請求項９に記載の化合物
。
【請求項１１】
　下記構造式（ＶＩＩＩ）の請求項１に記載の化合物であって、
【化１３】

式中、
Ｒ１は水素、アルキルまたはハロであり；
Ｒ３は水素、アルキルであり；Ｒ４およびＲ５は独立に水素、ハロ、－ＯＲ１２０、－Ｏ
Ｃ（Ｏ）ＮＲ１２１Ｒ１２２、－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１２３でそれらが結合している原子と一緒
になって二重結合を形成し；
Ｒ６およびＲ７は独立に水素、アルキルまたは置換アルキルであり；
Ｒ８は水素またはアルキルであり；
Ｒ１２０は水素、メチルまたはアルキルであり；
Ｒ１２１、Ｒ１２２は独立に水素またはアルキルであり；かつＲ１２３はアルキルであり
；かつ
任意選択的に、Ｒ１およびＲ８はそれらが結合している原子と共に５員、６員または７員
環を形成する
化合物。
【請求項１２】
　下記構造式（ＩＸ）の請求項１に記載の化合物であって、
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【化１４】

式中、Ｒ１は水素、アルキルまたはハロであり；
Ｒ３は水素、アルキルであり；Ｒ４およびＲ５は独立に水素、ハロ、－ＯＲ１２０、－Ｏ
Ｃ（Ｏ）ＮＲ１２１Ｒ１２２、－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１２３であるか、またはそれらが結合して
いる原子と一緒になって二重結合を形成し；
Ｒ８は水素またはアルキルであり；
Ｒ１２は水素、アルキルまたは－Ｃ（Ｏ）Ｒ１３であり；
Ｒ１３はアルキルであり；
Ｒ１２０は水素、メチルまたはアルキルであり；
Ｒ１２１、Ｒ１２２は独立に水素またはアルキルであり；かつＲ１２３はアルキルであり
；
かつ任意選択的に、Ｒ１およびＲ８はそれらが結合している原子と共に５員、６員または
７員環を形成する
化合物。
【請求項１３】
　請求項１の化合物およびビヒクルを含む組成物。
【請求項１４】
　被検体の片頭痛、ＡＬＳ、アルツハイマー病、パーキンソン病、錐体外路障害、鬱病、
悪心、嘔吐、下肢静止不能症候群、不眠、攻撃性、ハンチントン病、心肺の、線維化、肺
動脈高血圧、不安、薬物嗜癖、ジストニア、パルソムニアまたは高ラクチン血症を処置お
よび／または予防する方法であって、それを必要とする前記被検体に治療有効量の請求項
１の化合物を投与することを含む方法。
【請求項１５】
　被検体のＤ２受容体を作動させる方法であって、それを必要とする前記被検体に治療有
効量の請求項１の化合物を投与することを含む方法。
【請求項１６】
　被検体のＤ３受容体を拮抗する方法であって、それを必要とする前記被検体に治療有効
量の請求項１の化合物を投与することを含む方法。
【請求項１７】
　被検体の５－ＨＴ１Ｄ受容体を作動させる方法であって、それを必要とする前記被検体
に治療有効量の請求項１の化合物を投与することを含む方法。
【請求項１８】
　被検体の５－ＨＴ１Ａ受容体を作動させる方法であって、それを必要とする前記被検体
に治療有効量の請求項１の化合物を投与することを含む方法。
【請求項１９】
　被検体の５－ＨＴ１Ｂ受容体よりも５－ＨＴ１Ｄ受容体を選択的に作動させる方法であ
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って、それを必要とする前記被検体に治療有効量の請求項１の化合物を投与することを含
む方法。
【請求項２０】
　被検体の５－ＨＴ２Ａまたは５－ＨＴ２Ｂ受容体よりも５－ＨＴ２Ｃ受容体を選択的に
作動させる方法であって、それを必要とする前記被検体に治療有効量の請求項１の化合物
を投与することを含む方法。
【請求項２１】
　被検体の５－ＨＴ２Ｃ受容体を作動させる方法であって、それを必要とする前記被検体
に治療有効量の請求項１の化合物を投与することを含む方法。
【請求項２２】
　被検体の５－ＨＴ２Ｂ受容体もしくは５－ＨＴ７受容体または両方で機能的アンタゴニ
スト活性を与える方法であって、それを必要とする前記被検体に治療有効量の請求項１の
化合物を投与することを含む方法。
【請求項２３】
　被検体のアドレナリン受容体で機能的アンタゴニスト活性を与える方法であって、それ
を必要とする前記被検体に治療有効量の請求項１の化合物を投与することを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）に基づき、２０１５年１月２０日に出願
された米国仮特許出願第６２／１０５，２０８号明細書、および３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１
２０に基づき、その全体を本明細書に援用する２０１６年１月２０日に出願された米国特
許出願第１５／００１，２５２号明細書の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書において提供されるのは、エルゴリン化合物およびその医薬組成物である。い
くつかの実施形態では、本明細書において提供されるのは、本明細書に開示された化合物
および医薬組成物を用いた、種々の医学的障害、たとえば片頭痛などの処置、予防または
軽減の方法である。他の実施形態では、本明細書において提供されるのは、本明細書に開
示された化合物および医薬組成物を用いて受容体、たとえば５－ＨＴ１Ａ受容体、５－Ｈ
Ｔ１Ｂ受容体および５－ＨＴ１Ｄ受容体などを、５－ＨＴ２Ｂ受容体を作動させることな
く、作動させる方法である。なお他の実施形態では、本明細書において提供されるのは、
本明細書に開示された化合物および医薬組成物を用いて５－ＨＴ２Ｂ受容体、アドレナリ
ンα２Ａ受容体および／またはα２Ｂ受容体を拮抗する方法である。なお他の実施形態で
は、本明細書において提供されるのは、本明細書に開示された化合物および医薬組成物を
用いてＤ２受容体およびＤ３受容体を拮抗する方法である。
【０００３】
　多くの天然および合成のエルゴリンは、神経伝達物質受容体、たとえば、ドーパミン受
容体、ノルアドレナリン受容体およびセロトニン受容体などに結合し、これらの受容体で
非選択的アゴニストまたはアンタゴニストとして機能することが知られている。化合物が
選択的であるまたはある特定の受容体に特異的であると、望ましくない副作用を除去また
は減少させながら、望ましい治療作用を生じることがある。たとえば、片頭痛の処置のた
め選択的セロトニンアンタゴニストが開発されてきたし、最近になって、パーキンソン病
および高プロラクチン血症の処置のための選択的ドーパミンアゴニストが発見されてきて
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、単一の化合物により達成される、複数の神経伝達物質受容体に対する選
択的アゴニズム（たとえば、５－ＨＴ１Ｄおよび５－ＨＴ１）およびアンタゴニズム（た
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とえば、５－ＨＴ２Ｂ）が望ましい、たとえば片頭痛などの種々の障害を処置するための
、毒性がより少ないエルゴリン誘導体が引き続き求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書において提供されるのは、これらおよび他の必要性に対応するエルゴリン化合
物である。一態様では、本明細書に記載のエルゴリン化合物は、下記構造式（Ｉ）の化合
物であって、
【化１】

　式中、Ｒ１は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、
アリール、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ハロ、ハロアルキ
ル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、置換ヘテロアリー
ルアルキル、－Ｓ（Ｏ）ｊＲ１０１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１０２Ｒ１０３または－ＣＯ２Ｒ１

０４であり；Ｒ２はアルキル、置換アルキル、アシル、置換アシル、ハロ、ハロアルキル
、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ヘ
テロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、置換ヘテロアリールアル
キル、－ＮＯ２、－Ｎ３、－Ｓ（Ｏ）ｋＲ１１０、－ＯＲ１１１、－ＮＲ１１２Ｒ１１３

、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ１１５、－ＯＣ（Ｏ）ＮＲ１１６Ｒ１１７、－ＣＯ２Ｒ１１８

または－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１１９であり；ｎは０、１、２または３であり；Ｒ３は水素、アル
キル、置換アルキル、ハロアルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、アリール、
置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ヘテロアリール、置換ヘテロ
アリール、ヘテロアリールアルキルまたは置換ヘテロアリールアルキルであり；Ｒ４およ
びＲ５は独立に水素、アルキル、置換アルキル、ハロ、ハロアルキル、－ＯＲ１２０、－
ＯＣ（Ｏ）ＮＲ１２１Ｒ１２２、－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１２３であるか、またはそれらが結合し
ている原子と一緒になって二重結合を形成し；Ｒ６およびＲ７は独立に水素、アシル、置
換アシル、アルキル、置換アルキル、ハロアルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロア
ルキルであり；Ｘは－Ｓ－、－ＳＯ２－または－ＮＲ８－であり；Ｚは－ＣＨ２－または
－ＮＲ９－であり；ａは０または１であり；Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１

１１～Ｒ１２３は独立に水素、アルキル、置換アルキル、アシル、置換アシル、アリール
、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ハロアルキル、ヘテロアル
キル、置換ヘテロアルキル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアル
キルまたは置換ヘテロアリールアルキルであり；Ｒ１０１およびＲ１１０は独立にアルキ
ル、置換アルキル、アシル、置換アシル、アリール、置換アリール、アリールアルキル、
置換アリールアルキル、ハロ、ハロアルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、ヘ
テロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキルまたは置換ヘテロアリール
アルキルであり；かつ任意選択的に、Ｒ１およびＲ８はそれらが結合している原子と共に
５員、６員または７員環を形成する化合物またはそれらの多形、塩、水和物もしくは溶剤
和物を含む。
【０００６】
　さらに提供されるのは、本明細書に記載の化合物の塩、エステル、エノールエーテル、
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エノールエステル、溶媒和物、水和物、代謝物およびプロドラッグを含む誘導体である。
その上提供されるのは、本明細書において提供される化合物、およびビヒクルを含む組成
物である。
【０００７】
　医学的障害、たとえば、片頭痛、片頭痛、ＡＬＳ、アルツハイマー病、パーキンソン病
、錐体外路障害、鬱病、悪心、嘔吐、下肢静止不能症候群、不眠、攻撃性、ハンチントン
病、心肺疾患、線維化、肺動脈高血圧、不安、薬物嗜癖、ジストニア、睡眠時随伴症また
は高プロラクチン血症などの症状を処置、予防または軽減する方法も、本明細書において
提供される。本方法を実施する場合、化合物またはその医薬組成物の治療有効量が被検体
に投与される。
【０００８】
　本明細書に記載の化合物および組成物を用いて受容体、たとえば、５－ＨＴ２Ｂ受容体
ならびに／またはＤ２およびＤ３受容体などを拮抗する方法も、本明細書において提供さ
れる。本方法を実施する場合、化合物または医薬組成物の治療有効量が投与される。
【０００９】
　本明細書に記載の化合物および医薬組成物を用いて受容体、たとえば、５－ＨＴ１Ｄお
よび５－ＨＴ１Ｂ受容体などを作動させる方法も、本明細書において提供される。いくつ
かの実施形態では、たとえば、５－ＨＴ２Ｂ受容体での機能的アンタゴニスト活性を与え
る方法が提供される。本方法を実施する場合、治療有効量の化合物または組成物が投与さ
れる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
定義
　他に記載がない限り、本明細書で使用する技術用語および科学用語はすべて、本発明が
属する技術分野の当業者が一般に理解しているのと同じ意味を持つ。本明細書の用語に複
数の定義が存在する場合、他に記載がない限り、本セクションの定義が優先する。
【００１１】
　それ自体または別の置換基の一部としての「アルキル」は、親のアルカン、アルケンま
たはアルキンの１個の炭素原子から１つの水素原子を除いて誘導される飽和または不飽和
の分岐、直鎖または環状一価炭化水素ラジカルである。典型的なアルキル基として、メチ
ル；エチル、たとえばエタニル、エテニル、エチニル；プロピル、たとえばプロパン－１
－イル、プロパン－２－イル、シクロプロパン－１－イル、プロプ－１－エン－１－イル
、プロプ－１－エン－２－イル、プロプ－２－エン－１－イル（アリル）、シクロプロパ
－１－エン－１－イル；シクロプロパ－２－エン－１－イル、プロプ－１－イン－１－イ
ル、プロプ－２－イン－１－イル等；ブチル、たとえばブタン－１－イル、ブタン－２－
イル、２－メチル－プロパン－１－イル、２－メチル－プロパン－２－イル、シクロブタ
ン－１－イル、ブト－１－エン－１－イル、ブト－１－エン－２－イル、２－メチル－プ
ロプ－１－エン－１－イル、ブト－２－エン－１－イル、ブト－２－エン－２－イル、ブ
タ－１，３－ジエン－１－イル、ブタ－１，３－ジエン－２－イル、シクロブト－１－エ
ン－１－イル、シクロブト－１－エン－３－イル、シクロブタ－１，３－ジエン－１－イ
ル、ブト－１－イン－１－イル、ブト－１－イン－３－イル、ブト－３－イン－１－イル
等；および同種のものがあるが、それらに限定されるものではない。「アルキル」という
用語は具体的には、飽和の任意の度合いまたはレベルを有する基、すなわち、炭素－炭素
の単結合のみを有する基、１つまたは複数の炭素－炭素の二重結合を有する基、１つまた
は複数の炭素－炭素の三重結合を有する基および炭素－炭素の単結合、二重結合および三
重結合の混合物を有する基を含むことを意図している。特定のレベルの飽和を意図する場
合、「アルカニル」、「アルケニル」および「アルキニル」という表現を使用する。いく
つかの実施形態では、アルキル基は、１～２０個の炭素原子（Ｃ１～Ｃ２０アルキル）を
含む。他の実施形態では、アルキル基は１～１０個の炭素原子（Ｃ１～Ｃ１０アルキル）
を含む。なお他の実施形態では、アルキル基は、１～６個の炭素原子（Ｃ１～Ｃ６アルキ
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ル）を含む。
【００１２】
　「アルカニル」は、それ自体または別の置換基の一部として、親のアルカンの１個の炭
素原子から１つの水素原子を除いて誘導される飽和の分岐、直鎖または環状アルキルラジ
カルをいう。典型的なアルカニル基として、メタニル；エタニル；プロパニル、たとえば
プロパン－１－イル、プロパン－２－イル（イソプロピル）、シクロプロパン－１－イル
等；ブタニル、たとえばブタン－１－イル、ブタン－２－イル（ｓｅｃ－ブチル）、２－
メチル－プロパン－１－イル（イソブチル）、２－メチル－プロパン－２－イル（ｔ－ブ
チル）、シクロブタン－１－イル等；および同種のものがあるが、それらに限定されるも
のではない。
【００１３】
　「アルケニル」は、それ自体または別の置換基の一部として、親のアルケンの１個の炭
素原子から１つの水素原子を除いて誘導される少なくとも１つの炭素－炭素二重結合を有
する不飽和の分岐、直鎖または環状アルキルラジカルをいう。この基は、二重結合がシス
配置でもあるいはトランス配値でもよい。典型的なアルケニル基として、エテニル；プロ
ペニル、たとえばプロプ－１－エン－１－イル、プロプ－１－エン－２－イル、プロプ－
２－エン－１－イル（アリル）、プロプ－２－エン－２－イル、シクロプロパ－１－エン
－１－イル；シクロプロパ－２－エン－１－イル；ブテニル、たとえばブト－１－エン－
１－イル、ブト－１－エン－２－イル、２－メチル－プロプ－１－エン－１－イル、ブト
－２－エン－１－イル、ブト－２－エン－１－イル、ブト－２－エン－２－イル、ブタ－
１，３－ジエン－１－イル、ブタ－１，３－ジエン－２－イル、シクロブト－１－エン－
１－イル、シクロブト－１－エン－３－イル、シクロブタ－１，３－ジエン－１－イル等
；および同種のものがあるが、それらに限定されるものではない。
【００１４】
　「アルキニル」は、それ自体または別の置換基の一部として、親のアルキンの１個の炭
素原子から１つの水素原子を除いて誘導される少なくとも１つの炭素－炭素三重結合を有
する不飽和の分岐、直鎖または環状アルキルラジカルをいう。典型的なアルキニル基とし
て、エチニル；プロピニル、たとえばプロプ－１－イン－１－イル、プロプ－２－イン－
１－イル等；ブチニル、たとえばブト－１－イン－１－イル、ブト－１－イン－３－イル
、ブト－３－イン－１－イル等；および同種のものがあるが、それらに限定されるもので
はない。
【００１５】
　「アシル」は、それ自体または別の置換基の一部として、ラジカル－Ｃ（Ｏ）Ｒ４００

をいい、Ｒ４００は、本明細書で定義されるように、水素、アルキル、置換アルキル、ア
リール、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ヘテロアルキル、置
換ヘテロアルキル、ヘテロアリールアルキルまたは置換ヘテロアリールアルキルである。
代表的な例として、ホルミル、アセチル、シクロヘキシルカルボニル、シクロヘキシルメ
チルカルボニル、ベンゾイル、ベンジルカルボニルおよび同種のものがあるが、それらに
限定されるものではない。
【００１６】
　「アリール」は、それ自体または別の置換基の一部として、本明細書で定義されるよう
に、親の芳香環系１個の炭素原子から１つの水素原子を除いて誘導される一価芳香族炭化
水素基をいう。典型的なアリール基として、アセアントリレン、アセナフチレン、アセフ
ェナントリレン、アントラセン、アズレン、ベンゼン、クリセン、コロネン、フルオラン
テン、フルオレン、ヘキサセン、ヘキサフェン、ヘキサレン、ａｓ－インダセン、ｓ－イ
ンダセン、インダン、インデン、ナフタレン、オクタセン、オクタフェン、オクタレン、
オバレン、ペンタ－２，４－ジエン、ペンタセン、ペンタレン、ペンタフェン、ペリレン
、フェナレン、フェナントレン、ピセン、プレイアデン、ピレン、ピラントレン、ルビセ
ン、トリフェニレン、トリナフタレンおよび同種のものから誘導される基があるが、それ
らに限定されるものではない。いくつかの実施形態では、アリール基は６～２０個の炭素
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原子（Ｃ６～Ｃ２０アリール）を含む。他の実施形態では、アリール基は６～１５個の炭
素原子（Ｃ６～Ｃ１５アリール）を含む。なお他の実施形態では、アリール基は６～１５
個の炭素原子（Ｃ６～Ｃ１０アリール）を含む。
【００１７】
　「アリールアルキル」は、それ自体または別の置換基の一部として、本明細書で定義さ
れるように、炭素原子、典型的には末端またはｓｐ３炭素原子に結合した水素原子の１個
がアリール基で置き換えられた非環状アルキル基をいう。典型的なアリールアルキル基と
して、ベンジル、２－フェニルエタン－１－イル、２－フェニルエテン－１－イル、ナフ
チルメチル、２－ナフチルエタン－１－イル、２－ナフチルエテン－１－イル、ナフトベ
ンジル、２－ナフトフェニルエタン－１－イルおよび同種のものがあるが、それらに限定
されるものではない。特定のアルキル部分が意図される場合、名称アリールアルカリル、
アリールアルケニルおよび／またはアリールアルキニルが使用される。いくつかの実施形
態では、アリールアルキル基は（Ｃ６～Ｃ３０）アリールアルキルであり、たとえば、ア
リールアルキル基のアルカニル部分、アルケニル部分またはアルキニル部分は（Ｃ１～Ｃ

１０）アルキルであり、アリール部分は（Ｃ６～Ｃ２０）アリールである。他の実施形態
では、アリールアルキル基は（Ｃ６～Ｃ２０）アリールアルキルであり、たとえば、アリ
ールアルキル基のアルカニル部分、アルケニル部分またはアルキニル部分は（Ｃ１～Ｃ８

）アルキルであり、アリール部分は（Ｃ６～Ｃ１２）アリールである。なお他の実施形態
では、アリールアルキル基は（Ｃ６～Ｃ１５）アリールアルキルであり、たとえば、アリ
ールアルキル基のアルカニル部分、アルケニル部分またはアルキニル部分は（Ｃ１～Ｃ５

）アルキルであり、アリール部分は（Ｃ６～Ｃ１０）アリールである。
【００１８】
　「化合物」は、本明細書に開示された構造式に包含され、これらの式内の、その構造が
本明細書に開示されている任意の特定の化合物を含む化合物をいう。化合物は、それらの
化学構造および／または化学名のいずれで特定してもよい。化学構造および化学名が矛盾
する場合、化学構造が化合物が何であるかを決定する。本明細書に記載の化合物は、１つ
または複数のキラル中心および／または二重結合を含んでもよく、したがって、立体異性
体、たとえば二重結合異性体（すなわち、幾何異性体）、エナンチオマーまたはジアステ
レオマーとして存在し得る。そのため、本明細書に示した化学構造は、立体異性体の純粋
な形（たとえば、幾何的に純粋、エナンチオマー的に純粋またはジアステレオマー的に純
粋）ならびにエナンチオマー混合物および立体異性体混合物を含む、図示した化合物のあ
らゆる可能なエナンチオマーおよび立体異性体を包含する。エナンチオマー混合物および
立体異性体混合物は、当業者によく知られている分離法またはキラル合成法を用いて、そ
れらのエナンチオマー成分または立体異性体成分に分離することができる。化合物はまた
、エノール型、ケト型およびそれらの混合物を含むいくつかの互変異性形で存在してもよ
い。そのため、本明細書に示した化学構造は、図示した化合物のあらゆる可能な互変異性
形を包含する。記載した化合物はまた、１個もしくは複数個の原子が自然界に通常見出さ
れる原子質量と異なる原子質量を有する同位体で標識した化合物も含む。本明細書に記載
の化合物に導入してもよい同位体の例として、２Ｈ、３Ｈ、１３Ｃ、１４Ｃ、１５Ｎ、１

８Ｏ、１７Ｏ、３５Ｓ等があるが、それらに限定されるものではない。一般に、本明細書
に記載の化合物を構成する元素のいずれの同位体もすべて、それらの化合物に見出され得
ることを理解すべきである。化合物は、非溶媒和形態または非水和形態のほか、水和形態
を含む溶媒和形態で存在しても、Ｎ－オキシドとして存在してもよい。一般に、化合物は
水和していても、溶媒和していても、あるいはＮ－オキシドであってもよい。特定の化合
物は、複数の結晶形またはアモルファス形で存在してもよい。一般に、すべての物理的形
状は、本明細書において企図される使用において同等であり、本発明の範囲内であること
を意図している。さらに、化合物の部分構造を図示する場合、角括弧は、部分構造の分子
残部への結合点を示すことを理解すべきである。
【００１９】
　それ自体または他の置換基の一部としての「ヘテロアルキル」、「ヘテロアルカニル」
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、「ヘテロアルケニル」および「ヘテロアルキニル」はそれぞれ、１つまたは複数の炭素
原子（および、任意選択的に、任意の結合した水素原子）が各々、相互に独立に、同一も
しくは異なるヘテロ原子またはヘテロ原子団で置き換えられているアルキル基、アルカニ
ル基、アルケニル基およびアルキニル基をいう。炭素原子に置き換わり得る典型的なヘテ
ロ原子またはヘテロ原子団として、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｎ－、－Ｓｉ－、－ＮＨ－、－Ｓ
（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｓ（Ｏ）ＮＨ－、－Ｓ（Ｏ）２ＮＨ－および同種のものな
らびにこれらの組み合わせがあるが、それらに限定されるものではない。ヘテロ原子また
はヘテロ原子団は、アルキル基、アルケニル基またはアルキニル基内のどのような位置に
あってもよい。これらの基に含まれ得る典型的なヘテロ原子団として、－Ｏ－、－Ｓ－、
－Ｏ－Ｏ－、－Ｓ－Ｓ－、－Ｏ－Ｓ－、－ＮＲ５０１Ｒ５０２－、＝Ｎ－Ｎ＝、－Ｎ＝Ｎ
－、－Ｎ＝Ｎ－ＮＲ５０３Ｒ５０４、－ＰＲ５０５－、－Ｐ（Ｏ）２－、－ＰＯＲ５０６

－、－Ｏ－Ｐ（Ｏ）２－、－ＳＯ－、－ＳＯ２－、－ＳｎＲ５０７Ｒ５０８－および同種
のものがあるが、それらに限定されるものではない。式中、Ｒ５０１、Ｒ５０２、Ｒ５０

３、Ｒ５０４、Ｒ５０５、Ｒ５０６、Ｒ５０７およびＲ５０８は独立に水素、アルキル、
置換アルキル、アリール、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、シ
クロアルキル、置換シクロアルキル、シクロヘテロアルキル、置換シクロヘテロアルキル
、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロ
アリールアルキルまたは置換ヘテロアリールアルキルである。
【００２０】
　「ヘテロアリール」は、それ自体または別の置換基の一部として、本明細書で定義した
ように親のヘテロ芳香族環系の１個の原子から１つの水素原子を除いて誘導される一価ヘ
テロ芳香族ラジカルをいう。典型的なヘテロアリール基として、アクリジン、β－カルボ
リン、クロマン、クロメン、シンノリン、フラン、イミダゾール、インダゾール、インド
ール、インドリン、インドリジン、イソベンゾフラン、イソクロメン、イソインドール、
イソインドリン、イソキノリン、イソチアゾール、イソキサゾール、ナフチリジン、オキ
サジアゾール、オキサゾール、ペリミジン、フェナントリジン、フェナントロリン、フェ
ナジン、フタラジン、プテリジン、プリン、ピラン、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン
、ピリジン、ピリミジン、ピロール、ピロリジン、キナゾリン、キノリン、キノリジン、
キノキサリン、テトラゾール、チアジアゾール、チアゾール、チオフェン、トリアゾール
、キサンテンおよび同種のものから誘導される基があるが、それらに限定されるものでは
ない。いくつかの実施形態では、ヘテロアリール基は、５～２０個の環原子（５～２０員
ヘテロアリール）を含む。他の実施形態では、ヘテロアリール基は、５～１０個の環原子
（５～１０員ヘテロアリール）を含む。例示的ヘテロアリール基として、フラン、チオフ
ェン、ピロール、ベンゾチオフェン、ベンゾフラン、ベンズイミダゾール、インドール、
ピリジン、ピラゾール、キノリン、イミダゾール、オキサゾール、イソキサゾールおよび
ピラジンから誘導されるものがある。
【００２１】
　「ヘテロアリールアルキル」は、それ自体または別の置換基の一部として、炭素原子、
典型的には末端またはｓｐ３炭素原子に結合した水素原子の１個がヘテロアリール基で置
き換えられた非環状アルキル基をいう。特定のアルキル部分が意図される場合、名称ヘテ
ロアリールアルカニル、ヘテロアリールアケニルおよび／またはヘテロアリールアルキニ
ルが使用される。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールアルキル基は６～２１員ヘテ
ロアリールアルキルであり、たとえば、ヘテロアリールアルキルのアルカニル部分、アル
ケニル部分またはアルキニル部分は、（Ｃ１～Ｃ６）アルキルであり、ヘテロアリール部
分は５～１５員ヘテロアリールである。他の実施形態では、ヘテロアリールアルキルは６
～１３員ヘテロアリールアルキルであり、たとえば、アルカニル部分、アルケニル部分ま
たはアルキニル部分は（Ｃ１～Ｃ３）アルキルであり、ヘテロアリール部分は５～１０員
ヘテロアリールである。
【００２２】
　「水和物」は、本明細書に記載の化合物の結晶格子に水が化学量論比で取り込まれ、そ
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の結果形成されている付加物をいう。水和物を作る方法は、水蒸気を含む雰囲気での貯蔵
、水を含む剤形、または通常の製剤工程、たとえば、結晶化（すなわち、水または混合水
性溶媒からの）、凍結乾燥、湿式造粒、水系フィルムコーティングもしくは噴霧乾燥があ
るが、それらに限定されるものではない。水和物はまた、特定の環境下、水蒸気への曝露
時または無水材料を水に懸濁したとき、溶媒和物の結晶から形成してもよい。水和物はま
た、２つ以上の形態で結晶化して水和物の結晶多形が生じてもよい。たとえば、（Ｇｕｉ
ｌｌｏｒｙ，Ｋ．，Ｃｈａｐｔｅｒ　５，ｐｐ．２０２－２０５　ｉｎ　Ｐｏｌｙｍｏｒ
ｐｈｉｓｍ　ｉｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｏｌｉｄｓ，（Ｂｒｉｔｔａｉｎ
，Ｈ．ｅｄ．），Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ，（
１９９９））を参照されたい。水和物を調製するための上記の方法は、十分に当業者の範
囲内であり、十分に一般に行われており、当該技術分野において典型的なものを超える実
験を必要としない。水和物は、たとえば、単結晶Ｘ線回折、Ｘ線粉末回折、偏光顕微鏡、
熱顕微鏡観察、熱重量測定、示差熱分析、示差走査熱量測定、ＩＲ分光法、ラマン分光法
およびＮＭＲ分光法など当業者によく知られている方法により特性評価および／または解
析を行ってもよい。（Ｂｒｉｔｔａｉｎ，Ｈ．，Ｃｈａｐｔｅｒ　６，ｐｐ．２０５－２
０８　ｉｎ　Ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｓｍ　ｉｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｏｌ
ｉｄｓ，（Ｂｒｉｔｔａｉｎ，Ｈ．ｅｄ．），Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．Ｎ
ｅｗ　Ｙｏｒｋ，（１９９９））。さらに、たとえば、ＨＯＬＯＤＩＡＧ，Ｐｈａｒｍａ
ｐａｒｃ　ＩＩ，Ｖｏｉｅ　ｄｅ　ｌ’Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ，２７　１００　Ｖａｌ　
ｄｅ　Ｒｅｕｉｌ，Ｆｒａｎｃｅ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｌｏｄｉａｇ．ｃｏｍ）
など多くの事業会社は通常、水和物の調製および／または特性評価を含むサービスを提供
している。
【００２３】
　「親の芳香環系」は、共役π電子系を有する不飽和の環式または多環式環系をいう。具
体的に「親の芳香環系」の定義内に含まれるのは、たとえば、フルオレン、インダン、イ
ンデン、フェナレン等、１つまたは複数の環が芳香族であり、１つまたは複数の環が飽和
または不飽和である縮合環系である。典型的な親の芳香環系として、アセアントリレン、
アセナフチレン、アセフェナントリレン、アントラセン、アズレン、ベンゼン、クリセン
、コロネン、フルオランテン、フルオレン、ヘキサセン、ヘキサフェン、ヘキサレン、ａ
ｓ－インダセン、ｓ－インダセン、インダン、インデン、ナフタレン、オクタセン、オク
タフェン、オクタレン、オバレン、ペンタ－２，４－ジエン、ペンタセン、ペンタレン、
ペンタフェン、ペリレン、フェナレン、フェナントレン、ピセン、プレイアデン、ピレン
、ピラントレン、ルビセン、トリフェニレン、トリナフタレンおよび同種のものがあるが
、それらに限定されるものではない。
【００２４】
　「予防すること」または「予防」は、疾患または障害に罹患する（すなわち、疾患に感
染し得るまたは疾患の素因を持ち得るが、疾患の症状をまだ経験していないまたは示して
いない患者において、発症していない疾患の臨床症状の少なくとも１つを起こす）リスク
を低下させることをいう。いくつかの実施形態では、「予防すること」または「予防」は
、化合物を予防的に服用することにより疾患の症状を減らすことをいう。障害の疾患を予
防するまたは予防のための療法剤の適用は、「予防法」として知られる。いくつかの実施
形態では、本明細書において提供される化合物は、長期間にわたり長期的副作用が低くな
るため、優れた予防法になる。
【００２５】
　「プロドラッグ」は、活性薬剤を放出するため体内での変換を必要とする薬剤分子の誘
導体をいう。プロドラッグは、多くの場合（必ずではないが）、親の薬剤に変換されるま
で薬理学的に不活性である。
【００２６】
　「プロモエティ」は、薬剤分子内の官能基をマスクするのに使用される際に薬剤をプロ
ドラッグに変換する一種の保護基をいう。典型的には、プロモエティは、酵素的または非
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酵素的手段によりインビボで切断される結合を介して薬剤に結合される。
【００２７】
　「塩」は、親化合物の所望の薬理活性を有する化合物の塩をいう。そうした塩として、
（１）無機酸、たとえば塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸および同種のものとで形
成される；もしくは有機酸、たとえば酢酸、プロピオン酸、ヘキサン酸、シクロペンタン
プロピオン酸、グリコール酸、ピルビン酸、乳酸、マロン酸、コハク酸、リンゴ酸、マレ
イン酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸、安息香酸、３－（４－ヒドロキシベンゾイル）安
息香酸、桂皮酸、マンデル酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、１，２－エタン－
ジスルホン酸、２－ヒドロキシエタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、４－クロロベン
ゼンスルホン酸、２－ナフタレンスルホン酸、４－トルエンスルホン酸、カンファースル
ホン酸、４－メチルビシクロ［２．２．２］－オクト－２－エン－１－カルボン酸、グル
コヘプトン酸、３－フェニルプロピオン酸、トリメチル酢酸、第三級ブチル酢酸、ラウリ
ル硫酸、グルコン酸、グルタミン酸、ヒドロキシナフトエ酸、サリチル酸、ステアリン酸
、ムコン酸および同種のものとで形成される酸付加塩；または（２）親化合物中に存在す
る酸性プロトンが、金属イオン、たとえば、アルカリ金属イオン、アルカリ土類イオンも
しくはアルミニウムイオンで置き換えられる；または有機塩基、たとえばエタノールアミ
ン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、Ｎ－メチルグルカミンおよび同種のも
のと配位結合するときに形成される塩がある。いくつかの実施形態では、塩は薬学的に許
容される。
【００２８】
　「溶媒和物」は、本明細書に記載の化合物の結晶格子に溶媒が化学量論比で取り込まれ
、その結果形成される付加物をいう。溶媒和物を作る方法は、溶媒を含む雰囲気での貯蔵
、溶媒を含む剤形、または通常の製剤工程、たとえば、結晶化（すなわち、溶媒または混
合溶媒からの）蒸気拡散等があるが、それらに限定されるものではない。溶媒和物はまた
、特定の環境下、溶媒への曝露時または溶媒中の懸濁材料のとき、他の溶媒和物または水
和物から形成してもよい。溶媒和物は、２つ以上の形態で結晶化して溶媒和物の結晶多形
が生じてもよい。たとえば、（Ｇｕｉｌｌｏｒｙ，Ｋ．，Ｃｈａｐｔｅｒ　５，ｐｐ．２
０５－２０８　ｉｎ　Ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｓｍ　ｉｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ
　Ｓｏｌｉｄｓ，（Ｂｒｉｔｔａｉｎ，Ｈ．ｅｄ．），Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉ
ｎｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ，１９９９））を参照されたい。溶媒和物を調製するた
めの上記の方法は、十分に当業者の範囲内であり、十分に一般に行われており、当該技術
分野において典型的なものを超える実験を必要としない。溶媒和物は、たとえば、単結晶
Ｘ線回折、Ｘ線粉末回折、偏光顕微鏡観察、熱顕微鏡観察、熱重量測定、示差熱分析、示
差走査熱量測定、ＩＲ分光法、ラマン分光法およびＮＭＲ分光法など当業者によく知られ
ている方法により特性評価および／または解析を行ってもよい。（Ｂｒｉｔｔａｉｎ，Ｈ
．，Ｃｈａｐｔｅｒ　６，ｐｐ．２０５－２０８　ｉｎ　Ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉｓｍ　ｉ
ｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｏｌｉｄｓ，（Ｂｒｉｔｔａｉｎ，Ｈ．ｅｄ．）
，Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，（１９９９））。さらに、
たとえば、ＨＯＬＯＤＩＡＧ，Ｐｈａｒｍａｐａｒｃ　ＩＩ，Ｖｏｉｅ　ｄｅ　ｌ’Ｉｎ
ｎｏｖａｔｉｏｎ，２７　１００　Ｖａｌ　ｄｅ　Ｒｅｕｉｌ，Ｆｒａｎｃｅ（ｈｔｔｐ
：／／ｗｗｗ．ｈｏｌｏｄｉａｇ．ｃｏｍ）など多くの事業会社は通常、溶媒和物の調製
および／または特性評価を含むサービスを提供している。
【００２９】
　「置換された」は、特定の基またはラジカルを修飾するのに使用される場合、特定の基
またはラジカルの１個もしくは複数個の水素原子が各々、相互に独立に、同一または異な
る置換基で置き換えられていることを意味する。特定の基またはラジカルの飽和炭素原子
を置換するのに有用な置換基群として、－Ｒａ、ハロ、－Ｏ－、＝Ｏ、－ＯＲｂ、－ＳＲ
ｂ、－Ｓ－、＝Ｓ、－ＮＲｃＲｃ、＝ＮＲｂ、＝Ｎ－ＯＲｂ、トリハロメチル、－ＣＦ３

、－ＣＮ、－ＯＣＮ、－ＳＣＮ、－ＮＯ、－ＮＯ２、＝Ｎ２、－Ｎ３、－Ｓ（Ｏ）２Ｒｂ

、－Ｓ（Ｏ）２ＮＲｂ、－Ｓ（Ｏ）２Ｏ－、－Ｓ（Ｏ）２ＯＲｂ、－ＯＳ（Ｏ）２Ｒｂ、
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－ＯＳ（Ｏ）２Ｏ－、－ＯＳ（Ｏ）２ＯＲｂ、－Ｐ（Ｏ）（Ｏ－）２、－Ｐ（Ｏ）（ＯＲ
ｂ）（Ｏ－）、－Ｐ（Ｏ）（ＯＲｂ）（ＯＲｂ）、－Ｃ（Ｏ）Ｒｂ、－Ｃ（Ｓ）Ｒｂ、－
Ｃ（ＮＲｂ）Ｒｂ、－Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）ＯＲｂ、－Ｃ（Ｓ）ＯＲｂ、－Ｃ（Ｏ）
ＮＲｃＲｃ、－Ｃ（ＮＲｂ）ＮＲｃＲｃ、－ＯＣ（Ｏ）Ｒｂ、－ＯＣ（Ｓ）Ｒｂ、－ＯＣ
（Ｏ）Ｏ－、－ＯＣ（Ｏ）ＯＲｂ、－ＯＣ（Ｓ）ＯＲｂ、－ＮＲｂＣ（Ｏ）Ｒｂ、－ＮＲ
ｂＣ（Ｓ）Ｒｂ、－ＮＲｂＣ（Ｏ）Ｏ－、－ＮＲｂＣ（Ｏ）ＯＲｂ、－ＮＲｂＣ（Ｓ）Ｏ
Ｒｂ、－ＮＲｂＣ（Ｏ）ＮＲｃＲｃ、－ＮＲｂＣ（ＮＲｂ）Ｒｂおよび－ＮＲｂＣ（ＮＲ
ｂ）ＮＲｃＲｃがあるが、それらに限定されるものではない。式中、Ｒａは、アルキル、
シクロアルキル、ヘテロアルキル、シクロヘテロアルキル、アリール、アリールアルキル
、ヘテロアリールおよびヘテロアリールアルキルからなる群から選択され；Ｒｂは各々独
立に水素またはＲａであり；かつＲｃは各々独立にＲｂであるか、またはあるいは、２つ
のＲｃはそれらが結合している窒素原子と一緒になって、Ｏ、ＮおよびＳからなる群から
選択される１～４個の同一または異なる追加ヘテロ原子を任意選択的に含んでもよい４員
、５員、６員もしくは７員シクロヘテロアルキルを形成する。具体的な例として、－ＮＲ
ｃＲｃは、－ＮＨ２、－ＮＨ－アルキル、Ｎ－ピロリジニルおよびＮ－モルホリニルを含
むこと意図している。
【００３０】
　同様に、特定の基またはラジカルの不飽和炭素原子を置換するのに有用な置換基群とし
て、－Ｒａ、ハロ、－Ｏ－、－ＯＲｂ、－ＳＲｂ、－Ｓ－、－ＮＲｃＲｃ、トリハロメチ
ル、－ＣＦ３、－ＣＮ、－ＯＣＮ、－ＳＣＮ、－ＮＯ、－ＮＯ２、－Ｎ３、－Ｓ（Ｏ）２

Ｒｂ、－Ｓ（Ｏ）２Ｏ－、－Ｓ（Ｏ）２ＯＲｂ、－ＯＳ（Ｏ）２Ｒｂ、－ＯＳ（Ｏ）２Ｏ
－、－ＯＳ（Ｏ）２ＯＲｂ、－Ｐ（Ｏ）（Ｏ－）２、－Ｐ（Ｏ）（ＯＲｂ）（Ｏ－）、－
Ｐ（Ｏ）（ＯＲｂ）（ＯＲｂ）、－Ｃ（Ｏ）Ｒｂ、－Ｃ（Ｓ）Ｒｂ、－Ｃ（ＮＲｂ）Ｒｂ

、－Ｃ（Ｏ）Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）ＯＲｂ、－Ｃ（Ｓ）ＯＲｂ、－Ｃ（Ｏ）ＮＲｃＲｃ、－Ｃ
（ＮＲｂ）ＮＲｃＲｃ、－ＯＣ（Ｏ）Ｒｂ、－ＯＣ（Ｓ）Ｒｂ、－ＯＣ（Ｏ）Ｏ－、－Ｏ
Ｃ（Ｏ）ＯＲｂ、－ＯＣ（Ｓ）ＯＲｂ、－ＮＲｂＣ（Ｏ）Ｒｂ、－ＮＲｂＣ（Ｓ）Ｒｂ、
－ＮＲｂＣ（Ｏ）Ｏ－、－ＮＲｂＣ（Ｏ）ＯＲｂ、－ＮＲｂＣ（Ｓ）ＯＲｂ、－ＮＲｂＣ
（Ｏ）ＮＲｃＲｃ、－ＮＲｂＣ（ＮＲｂ）Ｒｂおよび－ＮＲｂＣ（ＮＲｂ）ＮＲｃＲｃが
あるが、それらに限定されるものではない。式中、Ｒａ、ＲｂおよびＲｃは、既に定義し
た通りである。
【００３１】
　ヘテロアルキル基およびシクロヘテロアルキル基の窒素原子を置換するのに有用な置換
基群として、－Ｒａ、－Ｏ－、－ＯＲｂ、－ＳＲｂ、－Ｓ－、－ＮＲｃＲｃ、トリハロメ
チル、－ＣＦ３、－ＣＮ、－ＮＯ、－ＮＯ２、－Ｓ（Ｏ）２Ｒｂ、－Ｓ（Ｏ）２Ｏ－、－
Ｓ（Ｏ）２ＯＲｂ、－ＯＳ（Ｏ）２Ｒｂ、－ＯＳ（Ｏ）２Ｏ－、－ＯＳ（Ｏ）２ＯＲｂ、
－Ｐ（Ｏ）（Ｏ－）２、－Ｐ（Ｏ）（ＯＲｂ）（Ｏ－）、－Ｐ（Ｏ）（ＯＲｂ）（ＯＲｂ

）、－Ｃ（Ｏ）Ｒｂ、－Ｃ（Ｓ）Ｒｂ、－Ｃ（ＮＲｂ）Ｒｂ、－Ｃ（Ｏ）ＯＲｂ、－Ｃ（
Ｓ）ＯＲｂ、－Ｃ（Ｏ）ＮＲｃＲｃ、－Ｃ（ＮＲｂ）ＮＲｃＲｃ、－ＯＣ（Ｏ）Ｒｂ、－
ＯＣ（Ｓ）Ｒｂ、－ＯＣ（Ｏ）ＯＲｂ、－ＯＣ（Ｓ）ＯＲｂ、－ＮＲｂＣ（Ｏ）Ｒｂ、－
ＮＲｂＣ（Ｓ）Ｒｂ、－ＮＲｂＣ（Ｏ）ＯＲｂ、－ＮＲｂＣ（Ｓ）ＯＲｂ、－ＮＲｂＣ（
Ｏ）ＮＲｃＲｃ、－ＮＲｂＣ（ＮＲｂ）Ｒｂおよび－ＮＲｂＣ（ＮＲｂ）ＮＲｃＲｃがあ
るが、それらに限定されるものではない。式中、Ｒａ、ＲｂおよびＲｃは、既に定義した
通りである。
【００３２】
　他の特定の基または原子を置換するのに有用な置換基群は、上記のリストから当業者に
明らかになるであろう。特定の基の置換に使用される置換基は、典型的には上述の様々な
基から選択される１つまたは複数の同一または異なる基でさらに置換されてもよい。いく
つかの実施形態では、置換基は上記の基に限定される。
【００３３】
　「被検体」、「個体」または「患者」は、本明細書において同義で使われ、脊椎動物、
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好ましくは哺乳動物をいう。哺乳動物として、マウス、齧歯動物、サル、ヒト、農用動物
、競技用動物およびペットがあるが、それらに限定されるものではない。
【００３４】
　任意の疾患または障害を「処置すること」または「処置」は、いくつかの実施形態では
、疾患または障害を軽減すること（すなわち、疾患またはその臨床症状の少なくとも１つ
の発症を阻止または減少させること、）をいう。処置はさらに、疾患または少なくとも１
つの臨床症状の発症を軽減、阻止または予防するため、早期または予防投与を含むと見な
してもよい。処置はさらに、疾患または障害の１つまたは複数の症状の重症度および／ま
たは持続期間を減らすことをいってもよい。さらなる特徴では、施される処置は、複数年
にわたり長期的副作用の可能性を低下させる。他の実施形態では「処置すること」または
「処置」は、患者により認識できないことがある少なくとも１つの身体パラメーターを軽
減することをいう。なお他の実施形態では、「処置すること」または「処置」は、身体的
に、（たとえば、認識できる症状の安定化）、生理学的に、（たとえば、身体パラメータ
ーの安定化）あるいは両方で疾患または障害を阻害することをいう。なお他の実施形態で
は、「処置すること」または「処置」は、疾患または障害の発現を遅延させることをいう
。
【００３５】
　「治療有効量」は、疾患の処置のため患者に投与されたとき、疾患のためのそうした処
置を行うのに十分な化合物の量を意味する。「治療有効量」は、化合物、疾患およびその
重症度ならびに処置対象の患者の年齢、体重、吸着、分布、代謝および排泄等に応じて異
なる。
【００３６】
　「ビヒクル」は、化合物を被検体に投与する希釈薬、賦形剤またはキャリアをいう。い
くつかの実施形態では、ビヒクルは薬学的に許容される。
【００３７】
化合物
　いくつかの態様では、下記構造式（Ｉ）の化合物であって、
【化２】

　式中、Ｒ１は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、
アリール、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ハロ、ハロアルキ
ル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、置換ヘテロアリー
ルアルキル、－Ｓ（Ｏ）ｊＲ１０１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１０２Ｒ１０３または－ＣＯ２Ｒ１

０４であり；Ｒ２はアルキル、置換アルキル、アシル、置換アシル、ハロ、ハロアルキル
、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ヘ
テロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、置換ヘテロアリールアル
キル、－ＮＯ２、－Ｎ３、－Ｓ（Ｏ）ｋＲ１１０、－ＯＲ１１１、－ＮＲ１１２Ｒ１１３

、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ１１５、－ＯＣ（Ｏ）ＮＲ１１６Ｒ１１７、－ＣＯ２Ｒ１１８

または－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１１９であり；ｎは０、１、２または３であり；Ｒ３は水素、アル
キル、置換アルキル、ハロアルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、アリール、
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置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ヘテロアリール、置換ヘテロ
アリール、ヘテロアリールアルキルまたは置換ヘテロアリールアルキルであり；Ｒ４およ
びＲ５は独立に水素、アルキル、置換アルキル、ハロ、ハロアルキル、－ＯＲ１２０、－
ＯＣ（Ｏ）ＮＲ１２１Ｒ１２２、－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１２３であるか、またはそれらが結合し
ている原子と一緒になって二重結合を形成し；Ｒ６およびＲ７は独立に水素、アシル、置
換アシル、アルキル、置換アルキル、ハロアルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロア
ルキルであり、；Ｘは－Ｓ－、－ＳＯ２－または－ＮＲ８－であり；Ｚは－ＣＨ２－また
は－ＮＲ９－であり；ａは０または１であり；Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ

１１１～Ｒ１２３は独立に水素、アルキル、置換アルキル、アシル、置換アシル、アリー
ル、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ハロアルキル、ヘテロア
ルキル、置換ヘテロアルキル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールア
ルキルまたは置換ヘテロアリールアルキルであり；Ｒ１０１およびＲ１１０は独立にアル
キル、置換アルキル、アシル、置換アシル、アリール、置換アリール、アリールアルキル
、置換アリールアルキル、ハロ、ハロアルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、
ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキルまたは置換ヘテロアリー
ルアルキルであり；かつ任意選択的に、Ｒ１およびＲ８はそれらが結合している原子と共
に５員、６員または７員環を形成する、化合物またはそれらの多形、塩、水和物もしくは
溶剤和物が提供される。
【００３８】
　いくつかの実施形態ではＲ６およびＲ７はアシルではない。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、Ｒ６およびＲ７の一方が水素またはアルキルである場合、Ｒ

６およびＲ７の他方は水素またはアルキルではない。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１～Ｒ９、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２３

は独立に、アルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアルキルまた
は１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキルである。他の実施形態では、Ｒ

１、Ｒ３およびＲ８は独立に、アルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換された
アルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアルキル、１個もしくは
複数個のフッ素原子で置換されたアリールアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原
子で置換されたヘテロアリールアルキルである。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ８は独立にアルキル、１個もしくは複数個のフ
ッ素原子で置換されたアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロア
ルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアリールアルキルまたは１個もし
くは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアリールアルキルである。他の実施形態では
、Ｒ１は水素、アルキル、置換アルキル、ハロアルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテ
ロアルキルである。なお他の実施形態では、Ｒ１は水素、アルキルまたは置換アルキルで
ある。なお他の実施形態では、Ｒ１は水素、アルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素
原子で置換されたアルキルである。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、Ｒ２はアルキル、置換アルキル、ハロアルキル、アシル、置
換アシル、ハロ、－ＯＲ１１１、－ＮＲ１１２Ｒ１１３、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ１１５

、－ＣＯ２Ｒ１１８または－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１１９である。他の実施形態では、Ｒ２はアル
キル、置換アルキル、ハロアルキル、アシル、ハロ、－ＯＲ１１１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１

４Ｒ１１５または－ＣＯ２Ｒ１１８である。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、ｎは０または１である。他の実施形態では、ｎは０である。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、Ｒ３は水素、アルキル、置換アルキル、ハロアルキル、ヘテ
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または１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキルである。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、Ｒ４およびＲ５は独立に水素、アルキル、置換アルキル、ハ
ロアルキル、－ＯＲ１２０であるか、またはそれらが結合している原子と一緒になって二
重結合を形成する。他の実施形態では、Ｒ４およびＲ５は独立に水素、－ＯＲ１２０であ
るか、またはそれらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成する。なお他の実
施形態では、Ｒ４およびＲ５はそれらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成
する。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、Ｒ６およびＲ７は独立に水素、アルキル、置換アルキル、ア
シルまたは置換アシルである。他の実施形態では、Ｒ６およびＲ７は独立に水素、アシル
または置換アシルである。なお他の実施形態では、Ｒ６およびＲ７は独立に水素、アルキ
ル、置換アルキルまたは置換アシルである。なお他の実施形態では、Ｒ６およびＲ７は独
立に水素または置換アシルである。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２３

は独立に水素、アルキル、置換アルキル、アリールアルキルまたは置換アリールアルキル
である。他の実施形態では、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２３

は独立に水素、アルキルまたはアリールアルキルである。なお他の実施形態では、Ｒ８、
Ｒ９、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２３は水素である。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、Ｒ８は水素、アルキル、置換アルキル、アリールアルキルま
たは置換アリールアルキルである。他の実施形態では、Ｒ８は水素、アルキル、１個もし
くは複数個のフッ素原子で置換されたアルキル、アリールアルキルまたは１個もしくは複
数個のフッ素原子で置換されたアリールアルキルアルキルである。なお他の実施形態では
、Ｒ８は水素、アルキルまたはアリールアルキルである。なお他の実施形態では、Ｒ８は
水素、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキルまたは１個もしくは複数個
のフッ素原子で置換されたアリールアルキルである。なお他の実施形態では、Ｒ８は水素
である。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１０１およびＲ１１０は独立にアルキル、置換アルキル、
アリールアルキルまたは置換アリールアルキルである。他の実施形態では、Ｒ１０１およ
びＲ１１０は独立にアルキルまたはアリールアルキルである。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、下記構造式（ＩＩ）の化合物が提供される。
【化３】

式中、Ｒ７は
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【化４】

であり、Ｒ１０はアルキル、置換アルキル、ハロアルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘ
テロアルキルであり；Ｙは－Ｓ（Ｏ）ｋＲ１１、－ＯＲ１２または－ＮＲ１３Ｒ１４であ
り；ｋは０、１または２であり；ｂは１、２、３または４であり；Ｒ１１はアルキル、置
換アルキル、アシル、置換アシル、アリール、置換アリール、アリールアルキル、置換ア
リールアルキル、ハロ、ハロアルキル、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、ヘテロア
リール、置換ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキルまたは置換ヘテロアリールアルキ
ルであり；かつＲ１２～Ｒ１４は独立に水素、アルキル、置換アルキル、アシル、置換ア
シル、アリール、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ハロアルキ
ル、ヘテロアルキル、置換ヘテロアルキル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、ヘテ
ロアリールアルキルまたは置換ヘテロアリールアルキルである。いくつかの実施形態では
、ｂは１または２である。他の実施形態では、ｂは１である。なお他の実施形態では、Ｙ
は－ＯＲ１２または－ＮＲ１３Ｒ１４である。なお他の実施形態では、Ｙは－ＯＲ１２で
ある。なお他の実施形態では、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２

３は独立に水素、アルキル、置換アルキル、アリールアルキルまたは置換アリールアルキ
ルである。なお他の実施形態では、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１２～Ｒ１４、Ｒ１０２～Ｒ１０４お
よびＲ１１１～Ｒ１２３は独立に水素、アルキルまたはアリールアルキルである。なお他
の実施形態では、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１２～Ｒ１４、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ

１２３は水素である。なお他の実施形態では、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１２～Ｒ１４は独立に
水素、アルキル、置換アルキル、アリールアルキルまたは置換アリールアルキルである。
なお他の実施形態では、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１２～Ｒ１４は独立に水素、アルキルまたは
アリールアルキルである。なお他の実施形態では、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１２～Ｒ１４は水
素である。なお他の実施形態では、Ｒ１、Ｒ３およびＲ８は独立にアルキル、１個もしく
は複数個のフッ素原子で置換されたアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換さ
れたヘテロアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアリールアルキルま
たは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアリールアルキルである。なお
他の実施形態では、Ｒ１およびＲ８は独立にアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子
で置換されたアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアルキル、
１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアリールアルキルまたは１個もしくは複数
個のフッ素原子で置換されたヘテロアリールアルキルである。なお他の実施形態では、Ｒ

８は水素、アルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキル、アリール
アルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアリールアルキルアルキル
である。なお他の実施形態では、Ｒ８は水素、アルキルまたはアリールアルキルである。
なお他の実施形態では、Ｒ８は水素、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアル
キルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアリールアルキルである。なお
他の実施形態では、Ｒ８は水素である。なお他の実施形態では、Ｒ１１、Ｒ１０１および
Ｒ１１０は独立にアルキル、置換アルキル、アリールアルキルまたは置換アリールアルキ
ルである。なお他の実施形態では、Ｒ１１、Ｒ１０１およびＲ１１０は独立にアルキルま
たはアリールアルキルである。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキルまた
は置換ヘテロアルキルであり；Ｒ２はアルキル、置換アルキル、アシル、ハロ、－ＯＲ１

１１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ１１５または－ＣＯ２Ｒ１１８であり；ｎは０または１で
あり；Ｒ３は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロアルキル
であり；Ｒ４およびＲ５は独立に水素、アルキル、置換アルキル、－ＯＲ１２０であるか
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、またはそれらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成し；Ｒ１０はアルキル
または置換アルキルであり；ｂは１または２であり；Ｙは－ＯＲ１２または－ＮＲ１３Ｒ

１４であり；Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１２～Ｒ１４、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２

３は独立に水素、アルキル、置換アルキル、アリールアルキルまたは置換アリールアルキ
ルであり；かつＲ１０１およびＲ１１０は独立にアルキル、置換アルキル、アリールアル
キルまたは置換アリールアルキルである。他の実施形態では、Ｒ１、Ｒ３およびＲ８は独
立にアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキル、１個もしくは複
数個のフッ素原子で置換されたヘテロアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換
されたアリールアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアリ
ールアルキルである。なお他の実施形態では、Ｒ１およびＲ８は独立にアルキル、１個も
しくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置
換されたヘテロアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアリールアルキ
ルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアリールアルキルである。
Ｒ８は水素、アルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキル、アリー
ルアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアリールアルキルアルキ
ルである。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキルまた
は置換ヘテロアルキルであり；Ｒ２はアルキル、置換アルキル、アシル、ハロ、－ＯＲ１

１１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ１１５または－ＣＯ２Ｒ１１８であり；ｎは０または１で
あり；Ｒ３は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロアルキル
であり；Ｒ４およびＲ５は独立に水素、アルキル、置換アルキル、－ＯＲ１２０であるか
、またはそれらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成し；Ｒ１０はアルキル
または置換アルキルであり；ｂは１または２であり；Ｙは－ＯＲ１２または－ＮＲ１３Ｒ

１４であり；Ｒ８、Ｒ１２～Ｒ１４、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２３は独
立に水素、アルキルまたはアリールアルキルであり；かつＲ１０１およびＲ１１０は独立
にアルキルまたはアリールアルキルである。他の実施形態では、Ｒ１、Ｒ３およびＲ８は
独立にアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキル、１個もしくは
複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置
換されたアリールアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロア
リールアルキルである。なお他の実施形態では、Ｒ１およびＲ８は独立にアルキル、１個
もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で
置換されたヘテロアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアリールアル
キルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアリールアルキルである
。なお他の実施形態では、Ｒ８は水素、アルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置
換されたアルキル、アリールアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換され
たアリールアルキルアルキルである。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキルまた
は置換ヘテロアルキルであり；Ｒ２はアルキル、置換アルキル、アシル、ハロ、－ＯＲ１

１１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ１１５または－ＣＯ２Ｒ１１８であり；ｎは０または１で
あり；Ｒ３は水素、アルキル、置換アルキル、ヘテロアルキルまたは置換ヘテロアルキル
であり；Ｒ４およびＲ５は独立に水素、アルキル、置換アルキル、－ＯＲ１２０であるか
、またはそれらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成し；Ｒ１０はアルキル
または置換アルキルであり；ｂは１または２であり；Ｙは－ＯＲ１２または－ＮＲ１３Ｒ

１４であり；Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１２～Ｒ１４、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２

３は独立に水素、アルキルまたはアリールアルキルであり；かつＲ１０１およびＲ１１０

は独立にアルキルまたはアリールアルキルである。他の実施形態では、Ｒ１、Ｒ３および
Ｒ８は独立にアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキル、１個も
しくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原
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子で置換されたアリールアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘ
テロアリールアルキルである。なお他の実施形態では、Ｒ１およびＲ８は独立にアルキル
、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキル、１個もしくは複数個のフッ素
原子で置換されたヘテロアルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアリー
ルアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたヘテロアリールアルキル
である。なお他の実施形態では、Ｒ８は水素、アルキル、１個もしくは複数個のフッ素原
子で置換されたアルキル、アリールアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置
換されたアリールアルキルアルキルである。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は水素、アルキルまたは置換アルキルであり、Ｒ２はア
ルキル、置換アルキル、アシル、ハロ、－ＯＲ１１１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ１１５ま
たは－ＣＯ２Ｒ１１８であり；Ｒ３は水素、アルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素
原子で置換されたアルキルであり；Ｒ４およびＲ５は独立に水素、－ＯＲ１２０であるか
、またはそれらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成し；Ｒ１０はアルキル
または１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキルであり；ｂは１であり；Ｙ
は－ＯＲ１２または－ＮＲ１３Ｒ１４であり；Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１２～Ｒ１４、Ｒ１０２～
Ｒ１０４、Ｒ１１１～Ｒ１２３は独立に水素、アルキル、置換アルキル、アリールアルキ
ルまたは置換アリールアルキルであり；かつＲ１０１およびＲ１１０は独立にアルキル、
置換アルキル、アリールアルキルまたは置換アリールアルキルである。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は水素、アルキルまたは置換アルキルであり；Ｒ２はア
ルキル、置換アルキル、アシル、ハロ、－ＯＲ１１１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ１１５ま
たは－ＣＯ２Ｒ１１８であり；Ｒ３は水素またはアルキルであり；Ｒ４およびＲ５は独立
に水素、－ＯＲ１２０であるか、またはそれらが結合している原子と一緒になって二重結
合を形成し；Ｒ６は水素であり；Ｒ７はアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子
で置換されたアルキルであり；ｂは１であり；Ｙは－ＯＲ１２または－ＮＲ１３Ｒ１４で
あり；Ｒ８、Ｒ８、Ｒ１２～Ｒ１４、Ｒ１０２～Ｒ１０４およびＲ１１１～Ｒ１２３は独
立に水素、アルキル、置換アルキル、アリールアルキルまたは置換アリールアルキルであ
り；かつＲ１０１およびＲ１１０は独立にアルキル、置換アルキル、アリールアルキルま
たは置換アリールアルキルである。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は水素、アルキルまたは置換アルキルであり；Ｒ２はア
ルキル、置換アルキル、アシル、ハロ、－ＯＲ１１１、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ１１４Ｒ１１５ま
たは－ＣＯ２Ｒ１１８であり；Ｒ３は水素またはアルキルであり；Ｒ４およびＲ５は独立
に水素、－ＯＲ１２０であるか、またはそれらが結合している原子と一緒になって二重結
合を形成し；Ｒ１０はアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアル
キルであり；ｂは１であり；Ｙは－ＯＲ１２であり；Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１３、Ｒ１０２～Ｒ

１０４およびＲ１１１～Ｒ１２３は水素、アルキルまたはアリールアルキルであり；かつ
Ｒ１０１およびＲ１１０は独立にアルキルまたはアリールアルキルである。
【００５７】
　上記の実施形態のいくつかでは、ｎは０である。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１はハロ、水素、アルキルまたは置換アルキルであり；Ｒ

３はアルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキルであり；Ｒ１

０はアルキルまたは置換アルキルであり；かつＹは－ＯＲ１２である。他の実施形態では
、Ｘは－ＮＲ８であり、Ｒ８は水素、アルキルまたは置換アルキルである。なお他の実施
形態では、Ｒ４およびＲ５は独立に水素、アルキル－ＯＲ１２０であるか、またはそれら
が結合している原子と一緒になって二重結合を形成する。なお他の実施形態では、Ｒ１は
ハロ、水素または置換アルキルであり、Ｘは－ＮＲ８であり、Ｒ８は水素、アルキルまた
は置換アルキルであり、Ｒ４およびＲ５は独立に水素、－ＯＲ１２０であるか、またはそ
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れらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成する。なお他の実施形態では、Ｒ

１は水素であり；Ｘは－ＮＲ８であり、Ｒ８は水素であり、Ｒ４およびＲ５は水素、－Ｏ
Ｒ１２０であるか、またはそれらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成する
。なお他の実施形態では、Ｒ１は水素であり；Ｘは－ＮＲ８であり、Ｒ８は水素であり、
Ｒ４およびＲ５は水素または－ＯＲ１２０である。なお他の実施形態では、Ｒ１は水素で
あり；Ｘは－ＮＲ８であり、Ｒ８は水素であり、Ｒ４およびＲ５は水素または－ＯＲ１２

０であり、Ｒ１２０はメチルまたは水素であり、ＹはＯＨである。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、Ｘは－ＮＲ８－であり、Ｒ８は水素または置換アルキルであ
る。他の実施形態では、Ｘは－ＮＲ８－であり、Ｒ８は水素または置換アルキルであり、
Ｚは－ＯＨである。なお他の実施形態では、Ｘは－ＮＲ８－であり、Ｒ８は水素または置
換アルキルであり、Ｒ４およびＲ５は二重結合を形成するか、または水素であり、Ｙは－
ＯＨである。なお他の実施形態では、Ｘは－ＮＲ８－であり、Ｒ８は水素または－ＣＦ３

であり、Ｒ１は水素、－ＣＦ３またはＢｒであり、Ｒ３はメチルであり、Ｒ４およびＲ５

は二重結合を形成するか、または水素であり、Ｒ７は－ＣＦ３、－ＣＨ２ＣＦ３、－Ｃ２

Ｈ５または－Ｃ２Ｆ５であり、Ｙは－ＯＨである。なお他の実施形態では、Ｘは－ＮＨ－
であり、Ｒ１は水素であり、Ｒ３はメチルであり、Ｒ４およびＲ５は二重結合を形成する
か、または水素であり、Ｒ７は－ＣＦ３、－ＣＨ２ＣＦ３または－Ｃ２Ｆ５であり、Ｙは
－ＯＨである。なお他の実施形態では、Ｘは－ＮＣＦ３－であり、Ｒ１は水素であり、Ｒ

３はメチルであり、Ｒ４およびＲ５は二重結合を形成するか、または水素であり、Ｒ７は
－ＣＦ３、－ＣＨ２ＣＦ３または－Ｃ２Ｆ５であり、Ｙは－ＯＨである。なお他の実施形
態では、Ｘは－ＮＨ－であり、Ｒ１は－ＣＦ３であり、Ｒ３はメチルであり、Ｒ４および
Ｒ５は二重結合を形成するか、または水素であり、Ｒ７は－ＣＦ３、－ＣＨ２ＣＦ３また
は－Ｃ２Ｆ５であり、Ｙは－ＯＨである。なお他の実施形態では、Ｘは－ＮＨ－であり、
Ｒ１は－Ｂｒであり、Ｒ３はメチルであり、Ｒ４およびＲ５は二重結合を形成するか、ま
たは水素であり、Ｒ７は－ＣＦ３、－ＣＨ２ＣＦ３または－Ｃ２Ｆ５であり、Ｙは－ＯＨ
である。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、下記構造式（ＩＩＩ）の化合物であって、
【化５】

式中、Ｒ７は
【化６】

であり、Ｒ１０はメチルであり、ｂは１であり、ＹはＯＨである
化合物が提供される。



(25) JP 2018-502888 A 2018.2.1

10

20

30

40

【００６１】
　いくつかの実施形態では、下記構造式（ＩＶ）の化合物であって、
【化７】

式中、Ｒ１はハロ、水素、アルキルまたは置換アルキルであり；Ｒ３はアルキルであり；
Ｒ１０はアルキルまたは置換アルキルであり；かつＹは－ＯＲ１２である。いくつかの実
施形態では、Ｘは－Ｓ－または－ＳＯ２－であり、Ｒ１は水素である。他の実施形態では
、Ｘは－Ｓ－または－ＳＯ２－であり、Ｒ１は水素であり、Ｒ７はアルキルであり、Ｚは
－ＯＨである。なお他の実施形態では、Ｘは－Ｓ－または－ＳＯ２－であり、Ｒ１は水素
であり、Ｒ４およびＲ５は二重結合であり、Ｒ７はアルキルであり、Ｚは－ＯＨである
化合物が提供される。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、下記構造式（Ｖ）の化合物であって、

【化８】

式中、Ｒ７は
【化９】

であり、Ｒ１０はメチルであり、ｂは１であり、ＹはＯＨである
化合物が提供される。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、下記構造式（ＶＩ）の化合物であって、
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【化１０】

式中、Ｒ７は
【化１１】

であり、Ｒ１０はメチルであり、ｂは１であり、ＹはＯＨである
化合物が提供される。
【００６４】
　上記の実施形態のいくつかでは、ａが１である場合、Ｚは－ＮＲ９であり、Ｘは－ＮＲ

８であり、Ｒ１は水素、（Ｃ１～Ｃ３）アルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子
で置換された（Ｃ１～Ｃ３）アルキルではなく；ａが０である場合、Ｘは－ＮＲ８であり
、Ｒ１は水素またはハロゲンであり、Ｒ６またはＲ７の一方は水素であり、Ｒ６またはＲ

７の他方は置換アルキルまたは置換アリールアルキルではなく；ａが０である場合、Ｘは
－ＮＲ８であり、Ｒ１は水素、（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、置換（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、
１個もしくは複数個のフッ素原子で置換された（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、（Ｃ１～Ｃ４）
アシル、置換（Ｃ１～Ｃ４）アシル、（Ｃ１～Ｃ４）ヘテロアルキルまたは置換（Ｃ１～
Ｃ４）ヘテロアルキルであり、Ｒ２は水素、（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、置換（Ｃ１～Ｃ４

）アルキル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換された（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、（
Ｃ１～Ｃ４）アシル、置換（Ｃ１～Ｃ４）アシル、ハロゲン、－ＯＨ、（Ｃ１～Ｃ４）ヘ
テロアルキルまたは置換（Ｃ１～Ｃ４）ヘテロアルキルであり、Ｒ６またはＲ７の一方は
水素、（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、置換（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、１個もしくは複数個のフ
ッ素原子で置換された（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、（Ｃ１～Ｃ４）アシル、置換（Ｃ１～Ｃ

４）アシル、ハロゲン、－ＯＨ、（Ｃ１～Ｃ４）ヘテロアルキルまたは置換（Ｃ１～Ｃ４

）ヘテロアルキルであり、Ｒ６またはＲ７の他方は置換アルキルではない。上記の他の実
施形態では、ａが０である場合、Ｘは－ＮＲ８であり、Ｒ６またはＲ７の一方は水素であ
り、他方は水素またはアルキルではない。上記のなお他の実施形態では、ａが０である場
合、Ｘは－ＮＲ８であり、Ｒ６またはＲ７の一方はアルキルであり、他方は水素またはア
ルキルではない。上記のなお他の実施形態では、ａが１である場合、Ｚは－ＮＲ９であり
、Ｘは－ＮＲ８であり、ただしＲ１は水素、（Ｃ１～Ｃ３）アルキルまたは１個もしくは
複数個のフッ素原子で置換された（Ｃ１～Ｃ３）アルキルではない。上記のなお他の実施
形態では、ａが０である場合、Ｘは－ＮＲ８であり、Ｒ１は水素またはハロゲンであり、
Ｒ６またはＲ７の一方は水素であり、Ｒ６またはＲ７の他方は置換アルキルまたは置換ア
リールアルキルではない。上記のなお他の実施形態では、ａが０である場合、Ｘは－ＮＲ

８であり、Ｒ１は水素、（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、置換（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、１個も
しくは複数個のフッ素原子で置換された（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、（Ｃ１～Ｃ４）アシル
、置換（Ｃ１～Ｃ４）アシル、（Ｃ１～Ｃ４）ヘテロアルキルまたは置換（Ｃ１～Ｃ４）
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ヘテロアルキルであり、Ｒ２は水素、（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、置換（Ｃ１～Ｃ４）アル
キル、１個もしくは複数個のフッ素原子で置換された（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、（Ｃ１～
Ｃ４）アシル、置換（Ｃ１～Ｃ４）アシル、ハロゲン、－ＯＨ、（Ｃ１～Ｃ４）ヘテロア
ルキルまたは置換（Ｃ１～Ｃ４）ヘテロアルキルであり、Ｒ６またはＲ７の一方は水素、
（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、置換（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、１個もしくは複数個のフッ素原
子で置換された（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、（Ｃ１～Ｃ４）アシル、置換（Ｃ１～Ｃ４）ア
シル、ハロゲン、－ＯＨ、（Ｃ１～Ｃ４）ヘテロアルキルまたは置換（Ｃ１～Ｃ４）ヘテ
ロアルキルであり、Ｒ６またはＲ７の他方は置換アルキルではない。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、Ｘは－ＮＲ８－であり、Ｒ１は水素、アルキルまたは置換ア
ルキルであり、Ｒ３はアルキルであり、ａは０であり、ｎは０であり、Ｒ６はＨであり、
Ｒ７は置換アルキルであり、Ｒ８は水素、アルキルまたは置換アルキルである。他の実施
形態では、Ｘは－ＮＲ８－であり、Ｒ１は水素、アルキルまたは１個もしくは複数個のフ
ッ素原子で置換されたアルキルであり、Ｒ３はアルキルであり、Ｒ７は置換アルキルであ
り、Ｒ８は水素、アルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキル
である。なお他の実施形態では、Ｘは－ＮＲ８－であり、Ｒ１は水素、アルキルまたは１
個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキルであり、Ｒ３はメチルであり、Ｒ７

は－ＣＨ（Ｃ２Ｈ５）ＣＨ２ＯＨであり、Ｒ８は水素、アルキルまたは１個もしくは複数
個のフッ素原子で置換されたアルキルである。なお他の実施形態では、Ｘは－ＮＲ８－で
あり、Ｒ１は水素、アルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキ
ルであり、Ｒ３はメチルであり、Ｒ７は－ＣＨ（ＣＦ２Ｒ４０）ＣＨ２ＯＨであり、Ｒ８

は水素、アルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキルであり、
Ｒ４０はアルキルである。なお他の実施形態では、Ｘは－ＮＲ８－であり、Ｒ１は水素、
アルキルまたは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキルであり、Ｒ３はメ
チルであり、Ｒ７は－ＣＨ（ＣＨＦＲ４０）ＣＨ２ＯＨであり、Ｒ８は水素、アルキルま
たは１個もしくは複数個のフッ素原子で置換されたアルキルであり、Ｒ４０はアルキルで
ある。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、下記構造式（ＶＩＩ）の化合物であって、
【化１２】

式中、Ｒ１はＣ３～Ｃ６シクロアルキルまたは置換Ｃ３～Ｃ６シクロアルキルであり；Ｒ

３は水素またはアルキルであり；Ｒ４およびＲ５は独立に水素、ハロ、－ＯＲ１２０、－
ＯＣ（Ｏ）ＮＲ１２１Ｒ１２２、－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１２３であるか、またはそれらが結合し
ている原子と一緒になって二重結合を形成し；Ｒ６およびＲ７は独立に水素またはアルキ
ルであり、Ｒ８およびＲ９は独立に水素またはアルキルであり；Ｒ１２０は水素、メチル
またはアルキルであり；Ｒ１２１、Ｒ１２２は独立に水素またはアルキルであり；かつＲ

１２３はアルキルであり；ただし、Ｒ１は、Ｒ４およびＲ５の両方が水素であるか、また
は二重結合を形成している場合に限り、シクロプロピルまたは置換シクロプロピルである
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。いくつかの実施形態では、Ｒ４およびＲ５は独立に水素、ハロまたは－ＯＲ１２０であ
る。いくつかの実施形態では、Ｒ６およびＲ７はアルキルである。いくつかの実施形態で
は、Ｒ６およびＲ７は同じアルキル基である。いくつかの実施形態では、Ｒ１はシクロプ
ロピルであり；Ｒ３はメチルであり；Ｒ４およびＲ５は水素であり；Ｒ６およびＲ７はエ
チルであり、Ｒ８およびＲ９は水素である
化合物が提供される。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、下記構造式（ＶＩＩＩ）の化合物であって、
【化１３】

式中、Ｒ１は水素、アルキルまたはハロであり；Ｒ３は水素、アルキルであり；Ｒ４およ
びＲ５は独立に水素、ハロ、－ＯＲ１２０、－ＯＣ（Ｏ）ＮＲ１２１Ｒ１２２、－ＯＣ（
Ｏ）Ｒ１２３であるか、またはそれらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成
し；Ｒ６およびＲ７は独立に水素、アルキルまたは置換アルキルであり；Ｒ８およびＲ９

は独立に水素またはアルキルであり；Ｒ１２０は水素、メチルまたはアルキルであり；Ｒ

１２１、Ｒ１２２は独立に水素またはアルキルであり；かつＲ１２３はアルキルであり；
任意選択的に、Ｒ１およびＲ８はそれらが結合している原子と共に５員、６員または７員
環を形成する
化合物が提供される。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、下記構造式（ＩＸ）の化合物であって、
【化１４】

式中、Ｒ１は水素、アルキルまたはハロであり；Ｒ３は水素、アルキルであり；Ｒ４およ
びＲ５は独立に水素、ハロ、－ＯＲ１２０、－ＯＣ（Ｏ）ＮＲ１２１Ｒ１２２、－ＯＣ（
Ｏ）Ｒ１２３であるか、またはそれらが結合している原子と一緒になって二重結合を形成
し；Ｒ８は水素またはアルキルであり；Ｒ１２は水素、アルキルまたは－Ｃ（Ｏ）Ｒ１３
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であり；Ｒ１３はアルキルであり；Ｒ１２０は水素、メチルまたはアルキルであり；Ｒ１

２１、Ｒ１２２は独立に水素またはアルキルであり；かつＲ１２３はアルキルであり；任
意選択的に、Ｒ１およびＲ８はそれらが結合している原子と共に５員、６員または７員環
を形成する。いくつかの実施形態では、Ｒ１２は、Ｒ４が－ＯＣＨ３または－ＯＨである
場合に限り、水素である。他の実施形態では、Ｒ２は水素またはメチルである。なお他の
実施形態では、Ｒ２は水素、シクロプロピルまたはブロモである。なお他の実施形態では
、Ｒ４は－ＯＨまたは－ＯＭｅであり、Ｒ５は水素である
化合物が提供される。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、下記構造の化合物が提供される。
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【化２３】

【００７０】
　点線を有する構造は、２つの化合物、単結合を有する化合物および二重結合を有する化
合物をそれぞれ表す。
【００７１】
　式（Ｉ）の化合物の代謝物は、薬学的に活性であってもよい。そのため、いくつかの実
施形態では、式（Ｉ）の化合物の代謝物は、式（Ｉ）の化合物と同様の薬理学的活性を有
する。他の実施形態では、式（Ｉ）の化合物の代謝物は、式（Ｉ）の化合物と比較して極
めて少ない薬剤活性を有する。なお他の実施形態では、式（Ｉ）の化合物の代謝物は５Ｈ
Ｔ２ｂアゴニストではない。なお他の実施形態では、式（Ｉ）の化合物は５ＨＴ２ｂアゴ
ニストではなく、式（Ｉ）の化合物の代謝物も５ＨＴ２ｂアゴニストではない。
【００７２】
　本明細書において提供される組成物および方法に使用される式（Ｉ）および（ＩＩ）の
化合物の調製のための例示的な方法は以下に記載されるが、当該技術分野において公知の
他の方法を使用して、本明細書に開示されたエルゴリン誘導体を調製してもよい。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、式（Ｉ）の化合物は、容易に入手できる下記式（ＩＸ）の化
合物を、容易に入手できるアルカロイドの加水分解により、官能基化することで調製する
ことができる。酸（ＩＸ）をそれぞれ式（Ｉ）の化合物に変換するための多くの方法が存
在する。そのため、式（ＩＸ）の酸からの式（Ｉ）の化合物の調製は、十分に当業者の範
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囲内である。
【化２４】

【００７４】
　いくつかの実施形態では、たとえば塩基性条件下、ハロゲン化アルキルによる式（Ｉ）
の化合物の２－非置換アナログおよび（たとえば、下記式（Ｘ）の化合物）の直接官能基
化を使用して、式（Ｉ）および（ＩＩ）の化合物を得てもよい。
【化２５】

【００７５】
　他の実施形態では、Ａがハロゲンである遷移金属を用いた式（ＸＩ）の化合物のクロス
カップリングを使用して、式（Ｉ）の化合物を調製してもよい。
【化２６】

【００７６】
　なお他の実施形態では、下記式（Ｉ）の化合物は、式（ＸＩＩ）の化合物のＮ１への直
接挿入により調製してもよい。
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【化２７】

【００７７】
　Ｘが－ＳＯ２－または－Ｓ－である式（Ｉ）の化合物の例示的合成は、以下に図示した
スキームにより調製してもよい。化合物６は、当業者によく知られている方法により、式
（ＸＩ）の化合物に変換することができる。

【化２８】

【００７８】
組成物および投与の方法
　本明細書において提供される組成物は、本明細書に記載の疾患または障害の１つもしく
は複数の症状の予防、処置または軽減に有用である、本明細書において提供される治療有
効量の１種または複数種の化合物、およびビヒクルを含む。本明細書において提供される
化合物の投与に好適なビヒクルは、特定の投与モードに好適であることが当業者に公知で
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あるような任意のキャリアを含む。
【００７９】
　さらに、本化合物は、組成物の唯一の活性成分として製剤化してもよいし、あるいは他
の活性成分と組み合わせてもよい。
【００８０】
　本組成物は、本明細書において提供される１種または複数種の化合物を含む。化合物は
、いくつかの実施形態では、たとえば経口投与に好適な溶液剤、懸濁剤、錠剤、分散錠、
丸剤、カプセル剤、散剤、持続放出製剤またはエリキシル剤などの調製物、または非経口
投与に好適な滅菌溶液または懸濁液中の調製物のほか、局所（ｔｏｐｉｃａｌ）投与、経
皮投与、経鼻吸入、ならびにネブライザー、加圧式定量吸入器およびドライパウダー吸入
器を介した経口吸入に好適な調製物に製剤化される。いくつかの実施形態では、上述の化
合物は、当該技術分野において周知の技術および手順を用いて組成物に製剤化される（た
とえば、Ａｎｓｅｌ，Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ
　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ，Ｓｅｖｅｎｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（１９９９）を参照され
たい）。
【００８１】
　組成物では、有効濃度の１種または複数種の化合物またはその誘導体が好適なビヒクル
と混合される。化合物は、上記のように、配合前に対応する塩、エステル、エノールエー
テルもしくはエステル、アセタール、ケタール、オルトエステル、ヘミアセタール、ヘミ
ケタール、酸、塩基、溶媒和物、イオン対、水和物またはプロドラッグとして誘導体化し
てもよい。組成物中の化合物の濃度は、投与時に、本明細書に記載の疾患または障害の１
つもしくは複数の症状を処置し、予防または軽減につながる量の送達に有効である。いく
つかの実施形態では、組成物は単回投薬量の投与用に製剤化される。組成物を製剤化する
には、化合物の重量分率を、処置された状態が緩和、予防されるかあるいは１つまたは複
数の症状が軽減されるような有効濃度で、選択されたビヒクルに溶解、懸濁、分散または
他の方法で混合する。
【００８２】
　活性化合物は、処置される患者に対して望ましくない副作用の非存在下で、治療上有用
な作用を発揮するのに十分な量でビヒクルに含まれる。治療有効濃度は、当業者によく知
られているインビトロ系およびインビボ系で化合物を試験することにより経験的に予測し
、次いでそこからヒトの投薬量（投与量）に外挿することができる。その後ヒト用量は典
型的には臨床試験で微調整され、反応に応じて調整される。
【００８３】
　組成物中の活性化合物の濃度は、活性化合物の吸収速度、不活性化速度および排泄速度
、化合物の物理化学的特徴、投与計画ならびに投与される量のほか、当業者に公知の他の
要因に応じて異なる。たとえば、送達される量は、本明細書に記載するような疾患もしく
は障害の１つまたは複数の症状を軽減するのに十分である。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、治療上有効な投薬量（投与量）は、活性成分の血清中濃度を
約０．００１ｎｇ／ｍｌ～約１．０ｎｇ／ｍｌ、２～１０ｎｇ／ｍｌ、１１～５０ｎｇ／
ｍｌ、５１～２００ｎｇ／ｍｌまたは約２００～１０００ｎｇ／ｍｌとすべきである。組
成物は、他の実施形態では、体重１キログラムあたり１日約０．０００１ｍｇ～約７０ｍ
ｇの化合物の投薬量（投与量）を与えるべきである。投薬単位剤形は、１投薬単位剤形あ
たり約０．０１ｍｇ、０．１ｍｇまたは１ｍｇ～約５００ｍｇまたは約１０００ｍｇの、
いくつかの実施形態では約１０ｍｇ～約５００ｍｇの活性成分または本質的成分の組み合
わせを与えるように調製される。
【００８５】
　活性成分は、１回で投与してもよいし、あるいは間隔をおいて投与されるいくつかのよ
り低用量に分けてもよい。処置の正確な投薬量（投与量）および持続期間は、処置される
疾患によって決まり、公知の試験プロトコルを用いて経験的にあるいはインビボもしくは
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インビトロ試験データまたはその後の臨床試験からの外挿により、決定され得ることが理
解される。濃度および投薬量（投与量）の値はさらに、緩和される状態の重症度によって
も異なることに留意されたい。任意の特定の被検体の場合、指定の投与レジメンは、個々
の必要性と組成物を投与するまたは投与を監督する人の専門的判断とに従い経時的に調整
されるべきであり、かつ本明細書に示された濃度範囲は例示にとどまり、特許請求された
組成物の範囲または実施を限定することを意図するものではないこともさらに理解されよ
う。
【００８６】
　化合物が不十分な溶解性を示す例では、リポソーム、プロドラッグ、錯体化／キレート
化、ナノ粒子もしくはエマルジョンの使用または三次鋳型法（ｔｅｒｔｉａｒｙ　ｔｅｍ
ｐｌａｔｉｎｇ）などの化合物を可溶化させるための方法を使用してもよい。そうした方
法は、当業者に公知であり、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）などの共溶媒の使用、Ｔ
ＷＥＥＮ（登録商標）などの界面活性剤もしくは表面改質剤の使用、シクロデキストリン
などの錯化剤またはイオン化の促進による溶解（すなわち、炭酸水素ナトリウム水への溶
解）があるが、それらに限定されるものではない。効果的な組成物を製剤化する際には、
化合物のプロドラッグなどの化合物の誘導体をさらに使用してもよい。
【００８７】
　化合物の混合または添加時に得られる混合物は、溶液でも、懸濁液でも、エマルジョン
でもあるいは同種のものでもよい。得られる混合物の形態は、意図された投与モードおよ
び選択されたビヒクルに対する化合物の溶解性を含むいくつかの要因に依存する。有効濃
度は、処置される疾患、障害または状態の症状を軽減するのに十分なものであり、経験的
に決定することができる。
【００８８】
　組成物は、適応症に適した剤形で、たとえばドライパウダー吸入剤（ＤＰＩ）、加圧式
定量吸入剤（ｐＭＤＩ）、ネブライザー剤、錠剤、カプセル剤、丸剤、舌下テープ／生分
解性ストリップ、錠剤またはカプセル剤、散剤、顆粒剤、ロゼンジ剤、ローション剤、軟
膏、坐剤、速溶剤、経皮パッチまたは他の経皮適用装置／調製物、滅菌の非経口溶液また
は懸濁液および経口溶液または懸濁液、ならびに好適な量の化合物またはその誘導体を含
む油水エマルジョンで、ヒトおよび動物への投与用に提供される。治療活性化合物および
その誘導体は、いくつかの実施形態では、単位投薬形態または複数投薬形態で製剤化され
、投与される。単位投与形態とは、本明細書で使用する場合、ヒトおよび動物被検体に好
適であり、当該技術分野において公知のように個別包装された物理的に分離した単位をい
う。各単位用量は、所望の治療効果を発揮するのに十分な所定量の治療活性化合物を、必
要とされるビヒクルと共に含む。単位投与形態の例として、アンプルおよびシリンジ、な
らびに個別包装された錠剤またはカプセル剤がある。単位投与形態は、分割して投与して
も、あるいはその倍数で投与してもよい。複数投与形態は、分割された単位投与形態で投
与される複数の同一の単位投薬形態が単一容器に包装されたものである。複数投与形態の
例として、バイアル、錠剤もしくはカプセル剤のビン、またはパイントビンもしくはガロ
ンビンがある。よって、複数投与形態は、包装の際に分割されない単位用量の倍数となる
。
【００８９】
　液体組成物は、たとえば、上記で定義した活性化合物および任意選択の補助剤を、ビヒ
クル、たとえば、水、食塩水、水性デキストロース、グリセロール、グリコール、エタノ
ールおよび同種のものに、溶解、分散または他の方法で混合することで、溶液もしくは懸
濁液、コロイド分散系、エマルジョンまたはリポソーム製剤を形成することにより調製し
てもよい。必要に応じて、投与される組成物は、微量の無毒の補助物質、たとえば湿潤剤
、乳化剤、可溶化剤、ｐＨ緩衝剤および同種のもの、たとえば、アセテート、クエン酸ナ
トリウム、シクロデキストリン誘導体、ソルビタンモノラウレート、酢酸トリエタノール
アミンナトリウム、トリエタノールアミンオレエートおよび他のそうした作用物質をさら
に含んでもよい。
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【００９０】
　こうした剤形の実際の調製方法は、当業者に公知であるかあるいは明らかになる。たと
えば、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｍ
ａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｅａｓｔｏｎ，Ｐａ．，１５ｔｈ　Ｅ
ｄｉｔｉｏｎ，１９７５またはその後の版を参照されたい。
【００９１】
　活性成分を０．００５％～１００％の範囲で含み、残部がビヒクルまたはキャリアから
なる剤形または組成物を調製してもよい。こうした組成物の調製のための方法は、当業者
に公知である。企図された組成物は、活性成分を０．００１％～１００％、一実施形態で
は０．１～９５％、別の実施形態では０．４～１０％含んでもよい。
【００９２】
　ある種の実施形態では、組成物は、当該技術分野において周知であり、たとえば、Ｕ．
Ｓ．Ｐｈａｒｍａｃｏｐｅｉａ（ＵＳＰ）２５－ＮＦ２０（２００２）に収載された賦形
剤を含むラクトースフリー組成物である。一般に、ラクトースフリー組成物は、活性成分
、バインダー／充填剤および滑沢剤を相溶量で含む。特定のラクトースフリー剤形は、活
性成分、微結晶性セルロース、アルファ化デンプンおよびステアリン酸マグネシウムを含
む。
【００９３】
　さらに提供されるのは、水が一部の化合物の分解を促進し得るため、活性成分を含む無
水組成物および剤形である。たとえば、製剤の有効期間または経時的安定性などの特性を
判定するため、長期貯蔵をシミュレートする手段として水の添加（たとえば、５％）は、
広く認められている。たとえば、Ｊｅｎｓ　Ｔ．Ｃａｒｓｔｅｎｓｅｎ，Ｄｒｕｇ　Ｓｔ
ａｂｉｌｉｔｙ：Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　＆　Ｐｒａｃｔｉｃｅ，２ｄ．Ｅｄ．，Ｍａｒ
ｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，ＮＹ，ＮＹ，１９９５，ｐｐ．３７９－８０を参照されたい。実
際に、水および熱は、一部の化合物の分解を加速させる。したがって、製剤の製造、取り
扱い、包装、貯蔵、輸送および使用のおりには一般に水分および／または湿度に遭遇する
ため、製剤に対する水の影響は非常に重要であり得る。
【００９４】
　本明細書において提供される無水組成物および剤形は、無水または低水分を含む成分、
および低水分または低湿度条件を用いて調製することができる。
【００９５】
　無水組成物は、その無水性が維持されるように調製および貯蔵されるべきである。その
ため、無水組成物は一般に、好適な処方キット（ｆｏｒｍｕｌａｒｙ　ｋｉｔ）に入れて
もよいように、水への曝露を防止することが知られている材料を用いて包装される。好適
な包装の例として、密封ホイル、プラスチック、単位用量容器（たとえば、バイアル）、
ブリスターパックおよびストリップパックがあるが、それらに限定されるものではない。
【００９６】
　経口剤形は、固形、ゲルあるいは液体のいずれかである。固形剤形は、錠剤、カプセル
剤、顆粒剤およびバルク散剤である。経口錠剤の種類として、腸溶コーティング、糖衣ま
たはフィルムコーティングが施されていてもよい、圧縮したチュアブルロゼンジ剤および
錠剤がある。カプセル剤は、硬質ゼラチンカプセル剤でもあるいは軟質ゼラチンカプセル
剤でもよい一方、顆粒剤および散剤は、当業者に公知の他の成分を組み合わせて非発泡形
態または発泡形態で提供され得る。
【００９７】
　ある種の実施形態では、製剤は、たとえば、カプセル剤または錠剤などの固形剤形であ
る。錠剤、丸剤、カプセル剤、トローチ剤および同種のものは、以下の成分または同様の
性質の化合物：バインダー；滑沢剤；希釈薬；流動促進剤；崩壊剤；着色剤；甘味剤；着
香剤；湿潤剤；腸溶コーティング剤；フィルムコーティング剤および放出調節剤の１つま
たは複数を含んでもよい。バインダーの例として、微結晶性セルロース、メチルパラベン
、ポリアルキレンオキシド、トラガントゴム、グルコース溶液、アラビアゴム液、ゼラチ
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ン溶液、糖蜜、ポリビニルピロリジン、ポビドン、クロスポビドン、スクロースならびに
デンプンおよびデンプン誘導体がある。滑沢剤として、タルク、デンプン、マグネシウム
／ステアリン酸カルシウム、石松子およびステアリン酸がある。希釈薬として、たとえば
、ラクトース、スクロース、トレハロース、リジン、ロイシン、レシチン、デンプン、カ
オリン、塩、マンニトールおよびリン酸二カルシウムがある。流動促進剤として、コロイ
ド状二酸化ケイ素があるが、それに限定されるものではない。崩壊剤として、クロスカル
メロースナトリウム、デンプングリコール酸ナトリウム、アルギン酸、コーンスターチ、
ポテトスターチ、ベントナイト、メチルセルロース、寒天およびカルボキシメチルセルロ
ースがある。着色剤として、たとえば、承認された公認の水溶性ＦＤ　＆　Ｃ色素のいず
れか、その混合物；およびアルミナ水和物で懸濁した水不溶性ＦＤ　＆　Ｃ色素、ならび
に当業者に公知の高度着色または偽造防止色／乳白光添加剤がある。甘味剤として、スク
ロース、ラクトース、マンニトールおよび人工甘味剤、たとえばサッカリン、ならびに様
々な噴霧乾燥香味料がある。着香剤として、植物、たとえば果実から抽出される天然香味
料、および清涼感を与えるまたは不快な味を隠す化合物の合成ブレンド、以下に限定され
るものではないが、ペパーミントおよびサリチル酸メチルがある。湿潤剤として、プロピ
レングリコールモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、ジエチレングリコールモ
ノラウレートおよびポリオキシエチレンラウリルエーテルがある。腸溶コーティング剤と
して、脂肪酸、脂肪、ワックス、セラック、アンモニア化セラックおよびセルロースアセ
テートフタレートがある。フィルムコーティングとして、ヒドロキシエチルセルロース、
カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリエチレングリコール　４０００およびセル
ロースアセテートフタレートがある。放出調節剤として、Ｅｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）
シリーズおよびセルロースエステルなどのポリマーがある。
【００９８】
　本化合物またはその誘導体は、胃の酸性環境から本化合物またはその誘導体を保護する
組成物に導入してもよい。たとえば、組成物は、胃内でその完全性を維持し、腸内で活性
化合物を放出する腸溶コーティング中で製剤化してもよい。組成物はさらに、制酸薬また
は他のそうした成分と組み合わせて製剤化してもよい。
【００９９】
　投薬単位剤形は、カプセル剤である場合、上記のタイプの材料に加えて、脂肪油などの
液体キャリアを含んでもよい。さらに、投薬単位剤形は、投薬単位の物理的形状を改変す
る様々な他の材料、たとえば、糖のコーティング剤および他の腸溶剤を含んでもよい。化
合物はさらに、エリキシル剤、懸濁剤、シロップ剤、ウエハ剤、スプリンクル剤、チュー
インガム剤または同種のものの成分☆要素として投与してもよい。シロップ剤は、活性化
合物に加えて、甘味剤および特定の防腐剤としてのスクロース、色素および着色料ならび
に香味料を含んでもよい。
【０１００】
　活性材料はさらに、所望の作用を妨げない他の活性材料と、あるいは所望の作用を補う
材料と混合してもよい。活性成分は、本明細書に記載するような化合物またはその誘導体
である。約９８重量％までの高濃度の活性成分が含有されてもよい。
【０１０１】
　すべての実施形態において、錠剤およびカプセル剤の製剤は、活性成分の溶解性を改変
または保持するため、当業者に知られているようにコーティングしてもよい。よって、た
とえば、製剤は、従来の腸管で消化されるコーティング剤、たとえばサリチル酸フェニル
、ワックスおよびセルロースアセテートフタレートでコーティングしてもよい。
【０１０２】
　液体経口剤形として、水溶液、エマルジョン、懸濁液、非発泡顆粒剤から用時調製され
た溶液および／または懸濁液、ならびに発泡顆粒剤から用時調製された発泡調製物がある
。水溶液は、たとえば、エリキシル剤およびシロップ剤を含む。エマルジョンは、水中油
型または油中水型のいずれかである。
【０１０３】
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　エリキシル剤は、透明で甘味のある含水アルコール調製物である。エリキシル剤に使用
されるビヒクルは、溶媒を含む。シロップ剤は、糖、たとえば、スクロースの濃縮水溶液
であり、防腐剤を含んでもよい。エマルジョンは、一方の液体が他方の液体全体に小球の
形で分散される二相系である。エマルジョンに使用されるキャリアは、非水性液体、乳化
剤および防腐剤である。懸濁剤は、懸濁化剤および防腐剤を使用する。液体経口剤形に用
時調製される非発泡顆粒剤に使用するのに許容可能な物質、希釈薬、甘味料および湿潤剤
を含む。液体経口剤形に用時調製される発泡顆粒剤に使用するのに許容可能な物質は、有
機酸および二酸化炭素源を含む。着色剤および着香剤は、上記の剤形のすべてに使用され
る。
【０１０４】
　溶媒は、グリセリン、ソルビトール、エチルアルコールおよびシロップを含む。防腐剤
の例として、グリセリン、メチルおよびプロピルパラベン、安息香酸、安息香酸ナトリウ
ムならびにアルコールがある。エマルジョンに利用される非水性液体の例として、鉱油お
よび綿実油がある。乳化剤の例として、ゼラチン、アカシア、トラガント、ベントナイト
および界面活性剤、たとえばポリオキシエチレンソルビタンモノオレエートがある。懸濁
化剤は、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ペクチン、トラガント、Ｖｅｅｇｕｍ
およびアカシアを含む。甘味剤は、スクロース、シロップ剤、グリセリンおよび人工甘味
剤、たとえばサッカリンを含む。湿潤剤は、プロピレングリコールモノステアレート、ソ
ルビタンモノオレエート、ジエチレングリコールモノラウレートおよびポリオキシエチレ
ンラウリルエーテルを含む。有機酸は、クエン酸および酒石酸を含む。二酸化炭素源は、
炭酸水素ナトリウムおよび炭酸ナトリウムを含む。着色剤は、承認された公認の水溶性Ｆ
Ｄ　＆　Ｃ色素のいずれか、およびその混合物がある。着香剤は、植物、たとえば果実か
ら抽出される天然香味料、および好ましい味覚を与える化合物の合成ブレンドを含む。
【０１０５】
　固形剤形の場合、いくつかの実施形態では、たとえば、プロピレンカーボネート、植物
油またはトリグリセリドの溶液または懸濁液をゼラチンカプセルに封入する。そうした溶
液とその調製および封入は、米国特許第４，３２８，２４５号明細書；同第４，４０９，
２３９号明細書；および同第４，４１０，５４５号明細書に開示される。液体剤形の場合
、たとえば、ポリエチレングリコールの溶液を投与の際に容易に測定される十分な量の液
体ビヒクル、たとえば、水で希釈してもよい。
【０１０６】
　あるいは、液体または半固形経口製剤は、活性化合物または塩を植物油、グリコール、
トリグリセリド、プロピレングリコールエステル（たとえば、プロピレンカーボネート）
および他のそうしたキャリアに溶解または分散させ、これらの溶液または懸濁液を硬質ま
たは軟質ゼラチンカプセル殻に封入することにより調製してもよい。他の有用な製剤は、
米国特許第ＲＥ２８，８１９号明細書および同第４，３５８，６０３号明細書に示される
ものを含む。簡単に説明すると、そうした製剤には、本明細書において提供される化合物
、ジアルキル化されたモノ－またはポリアルキレングリコール、以下に限定されるもので
はないが、１，２－ジメトキシエタン、ジグリム、トリグリム、テトラグリム、ポリエチ
レングリコール－３５０－ジメチルエーテル、ポリエチレングリコール－５５０－ジメチ
ルエーテル、ポリエチレングリコール－７５０－ジメチルエーテル（３５０、５５０およ
び７５０は、ポリエチレングリコールのおよその平均分子量を指す）、ならびに１種また
は複数種の酸化防止剤、たとえばブチル化ヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）、ブチル化ヒド
ロキシアニソール（ＢＨＡ）、没食子酸プロピル、ビタミンＥ、ヒドロキノン、ヒドロキ
シクマリン、エタノールアミン、レシチン、ケファリン、アスコルビン酸、リンゴ酸、ソ
ルビトール、リン酸、チオジプロピオン酸およびそのエステル、ならびにジチオカルバメ
ートを含むものがあるが、それらに限定されるものではない。
【０１０７】
　他の製剤として、アセタールを含む水性アルコール溶液があるが、それに限定されるも
のではない。こうした製剤に使用されるアルコールは、１つまたは複数のヒドロキシル基
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を有する任意の水混和性溶媒、以下に限定されるものではないが、プロピレングリコール
およびエタノールである。アセタールには、低級アルキルアルデヒドのジ（低級アルキル
）アセタール、たとえばアセトアルデヒドジエチルアセタールがあるが、それに限定され
るものではない。
【０１０８】
　皮下、筋肉内あるいは静脈内注射を特徴とするいくつかの実施形態では、非経口投与も
本明細書において企図される。注射剤は、液体溶液または懸濁液として、注射前の溶液ま
たは懸濁液に好適な固体形態として、あるいはエマルジョンとして従来の形態で調製して
もよい。注射剤、溶液およびエマルジョンは、１つまたは複数の賦形剤をさらに含む。好
適な賦形剤は、たとえば、水、食塩水、デキストロース、グリセロールまたはエタノール
である。さらに、必要に応じて、投与される組成物は、微量の無毒の補助物質、たとえば
湿潤剤または乳化剤、ｐＨ緩衝剤、安定剤、溶解促進剤、ならびに他のそうした作用物質
、たとえば、酢酸ナトリウム、ソルビタンモノラウレート、トリエタノールアミンオレエ
ートおよびシクロデキストリンなどをさらに含んでもよい。
【０１０９】
　本明細書では、一定レベルの投薬量が維持されるような徐放または持続放出システムの
植え込み（たとえば、米国特許第３，７１０，７９５号明細書を参照されたい）もさらに
企図される。簡単に説明すると、本明細書において提供される化合物は、体液に不溶性で
ある外側のポリマー膜、たとえば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン／プロピレ
ンコポリマー、エチレン／アクリル酸エチルコポリマー、エチレン／ビニルアセテートコ
ポリマー、シリコーンゴム、ポリジメチルシロキサン、ネオプレンゴム、塩素化ポリエチ
レン、ポリ塩化ビニル、酢酸ビニルとの塩化ビニルコポリマー、塩化ビニリデン、エチレ
ンおよびプロピレン、イオノマーポリエチレンテレフタレート、ブチルゴムエピクロロヒ
ドリンゴム、エチレン／ビニルアルコールコポリマー、エチレン／酢酸ビニル／ビニルア
ルコールターポリマーならびにエチレン／ビニルオキシエタノールコポリマーに囲まれた
内側の固体マトリックス、たとえば、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレ
ート、可塑化または非可塑化ポリ塩化ビニル、可塑化ナイロン、可塑化ポリエチレンテレ
フタレート、天然ゴム、ポリイソプレン、ポリイソブチレン、ポリブタジエン、ポリエチ
レン、エチレン－ビニルアセテートコポリマー、シリコーンゴム、ポリジメチルシロキサ
ン、シリコーンカーボネートコポリマー、アクリル酸およびメタクリル酸のエステルのヒ
ドロゲルなどの親水性ポリマー、コラーゲン、架橋ポリビニルアルコールおよび部分的に
加水分解された架橋ポリビニルアセテート中に分散される。化合物は、放出速度制御ペー
スで外側のポリマー膜を通過して拡散する。そうした非経口組成物に含まれる活性化合物
の割合は、その特有の性質のほか、化合物の活性および被検体の必要に高度に依存する。
【０１１０】
　組成物の非経口投与は、静脈内投与、皮下投与および筋肉内投与を含む。非経口投与用
の調製物は、注射できる状態にある滅菌溶液、使用直前に溶媒とすぐに組み合わせること
ができる、皮下注射用錠剤を含む凍結乾燥粉末などの可溶性の滅菌乾燥製品、注射できる
状態にある滅菌懸濁液、使用直前にビヒクルとすぐに組み合わせることができる、不溶性
の滅菌乾燥製品および滅菌エマルジョンを含む。溶液は、水性でもあるいは非水性でもよ
い。
【０１１１】
　静脈内投与する場合、好適なキャリアは、生理食塩水またはリン酸塩緩衝生理食塩水（
ＰＢＳ）、ならびに増粘剤および可溶化剤、たとえばグルコース、ポリエチレングリコー
ルおよびポリプロピレングリコールならびにそれらの混合物を含む溶液を含む。
【０１１２】
　非経口調製物に使用されるビヒクルは、水性ビヒクル、非水性ビヒクル、抗菌剤、等張
剤、緩衝薬、酸化防止剤、局所麻酔薬、懸濁化剤および分散剤、乳化剤、金属イオン封鎖
剤またはキレート化剤ならびに他の物質を含む。
【０１１３】
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　水性ビヒクルの例として、塩化ナトリウム注射液、リンゲル注射液、等張デキストロー
ス注射液、注射用滅菌水、デキストロースおよび乳酸リンゲル注射液がある。非水性非経
口ビヒクルは、植物由来の不揮発性油、綿実油、トウモロコシ油、ゴマ油およびピーナッ
ツ油を含む。多回投与容器に包装された非経口調製物には、フェノールまたはクレゾール
、水銀剤、ベンジルアルコール、クロロブタノール、メチルおよびプロピルｐ－ヒドロキ
シ安息香酸エステル、チメロサール、塩化ベンザルコニウムならびに塩化ベンゼトニウム
を含む、静菌または静真菌濃度の抗菌剤を加えなければならない。等張剤は、塩化ナトリ
ウムおよびデキストロースを含む。緩衝薬は、ホスフェートおよびシトレートを含む。酸
化防止剤は重硫酸ナトリウムを含む。局所麻酔薬は塩酸プロカインを含む。懸濁化剤およ
び分散剤は、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ースおよびポリビニルピロリドンを含む。乳化剤はポリソルベート８０（Ｔｗｅｅｎ（登
録商標）８０）を含む。金属イオンの封鎖剤またはキレート化剤はＥＤＴＡを含む。キャ
リアはさらに、水混和性ビヒクル用のエチルアルコール、ポリエチレングリコールおよび
プロピレングリコール；ならびにｐＨ調整用の水酸化ナトリウム、塩酸、クエン酸または
乳酸を含む。
【０１１４】
　化合物の濃度は、注射が、所望の薬理効果を発揮する有効量を与えるように調整される
。正確な用量は、当該技術分野において公知のように患者または動物の年齢、体重、体表
面積および状態に依存する。
【０１１５】
　単位用量の非経口調製物は、アンプル、バイアルまたは針付きシリンジに包装される。
非経口投与用の調製物はすべて、当該技術分野において公知であり、実施されているよう
に滅菌されなければならない。
【０１１６】
　例示的には、活性化合物を含む滅菌水溶液の静脈内または動脈内注入が効果的な投与モ
ードである。別の実施形態は、所望の薬理効果を発揮するため必要に応じて注射される活
性材料を含む、水性もしくは油性の滅菌溶液または懸濁液である。
【０１１７】
　注射剤は、局所および全身投与用に設計される。いくつかの実施形態では、治療上有効
な投薬量（投与量）は、処置される組織に対して少なくとも約０．０１％ｗ／ｗ～約９０
％ｗ／ｗまたはそれを超える濃度、ある種の実施形態では０．１％超ｗ／ｗの濃度の活性
化合物を含むように製剤化される。
【０１１８】
　化合物は、微粒子または他の好適な形態で懸濁してもよいし、あるいはより溶解しやす
い活性生成物を製造するためまたはプロドラッグを製造するため誘導体化してもよい。得
られる混合物の形態は、意図される投与モードおよび選択されたキャリアまたはビヒクル
に対する化合物の溶解性を含む、いくつかの要因に依存する。有効濃度は、状態の症状を
軽減するのに十分なものであり、経験的に決定することができる。
【０１１９】
　本明細書において提供される活性成分は、当業者によく知られている放出制御手段また
は送達装置により投与してもよい。例として、以下に限定されるものではないが、米国特
許第３，８４５，７７０号明細書；同第３，９１６，８９９号明細書；同第３，５３６，
８０９号明細書；同第３，５９８，１２３号明細書；同第４，００８，７１９号明細書；
同第５，６７４，５３３号明細書；同第５，０５９，５９５号明細書；同第５，５９１，
７６７号明細書；同第５，１２０，５４８号明細書；同第５，０７３，５４３号明細書；
同第５，６３９，４７６号明細書；同第５，３５４，５５６号明細書；同第５，６３９，
４８０号明細書；同第５，７３３，５６６号明細書；同第５，７３９，１０８号明細書；
同第５，８９１，４７４号明細書；同第５，９２２，３５６号明細書；同第５，９７２，
８９１号明細書；同第５，９８０，９４５号明細書；同第５，９９３，８５５号明細書；
同第６，０４５，８３０号明細書；同第６，０８７，３２４号明細書；同第６，１１３，
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９４３号明細書；同第６，１９７，３５０号明細書；同第６，２４８，３６３号明細書；
同第６，２６４，９７０号明細書；同第６，２６７，９８１号明細書；同第６，３７６，
４６１号明細書；同第６，４１９，９６１号明細書；同第６，５８９，５４８号明細書；
同第６，６１３，３５８号明細書；同第６，６９９，５００号明細書および同第６，７４
０，６３４号明細書に記載されているものがある。そうした剤形は、たとえばヒドロキシ
プロピルメチルセルロース、他のポリマーマトリックス、ゲル、透過性膜、浸透圧システ
ム、多層コーティング、微小粒子、リポソーム、ミクロスフェアまたはそれらの組み合わ
せを、所望の放出プロファイルを得るため様々な割合で用いて、１つまたは複数の活性成
分の徐放または放出制御を得るために使用してもよい。本明細書に記載のものを含め、本
明細書において提供される活性成分との使用に好適な、当業者に公知の放出制御製剤は、
容易に選択することができる。
【０１２０】
　放出制御製品は、その非制御型の対応物により達成される薬物療法より薬物療法を改善
させるという共通の目標を有する。理想的には、医学的処置における最適に設計された放
出制御調製物の使用は、最小限の薬剤物質を利用して最短の時間で状態を治癒または制御
することを特徴とする。放出制御製剤の利点は、薬剤の活性の長期化、投薬（投与量）頻
度の減少および患者のコンプライアンスの向上を含む。さらに、放出制御製剤は、作用の
発現時間または他の特徴、たとえば薬剤の血中レベルに影響を与えるのに使用してもよく
、よって副（たとえば、有害）作用の発生に影響を与えることもできる。
【０１２１】
　大部分の放出制御製剤は最初に、所望の治療効果を直ちに発揮する量の薬剤（活性成分
）を放出し、このレベルの治療または予防効果を長時間にわたり維持するため違った量の
薬剤を徐々にかつ持続的に放出するように設計される。体内でこの一定レベルの薬剤を維
持するため、薬剤は、代謝されて体から排泄される薬剤の量を補充する速度で、剤形から
放出されなければならない。活性成分の放出制御は、様々な条件、以下に限定されるもの
ではないが、ｐＨ、温度、酵素、水もしくは他の生理的条件または化合物により刺激する
ことができる。
【０１２２】
　ある種の実施形態では、薬は、点滴静注、埋め込み型浸透圧ポンプ、経皮パッチ、リポ
ソームまたは他の投与モードを用いて投与してもよい。いくつかの実施形態では、ポンプ
を使用してもよい（Ｓｅｆｔｏｎ，ＣＲＣ　Ｃｒｉｔ．Ｒｅｆ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｅｎｇ．
１４：２０１（１９８７）；Ｂｕｃｈｗａｌｄ　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｕｒｇｅｒｙ　８８：
５０７（１９８０）；Ｓａｕｄｅｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．３２１
：５７４（１９８９）を参照されたい）。他の実施形態では、高分子材料を使用してもよ
い。他の実施形態では、放出制御システムは、治療標的に近接して設置することができる
、すなわち、そのため全身用量のごく一部しか必要としない（たとえば、Ｇｏｏｄｓｏｎ
，Ｍｅｄｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅ
ａｓｅ，ｖｏｌ．２，ｐｐ．１１５－１３８（１９８４）を参照されたい）。いくつかの
実施形態では、放出制御装置は、不適切な免疫活性化の部位または腫瘍に近接して被検体
に導入される。他の放出制御システムは、Ｌａｎｇｅｒ（Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４９：１５
２７－１５３３（１９９０））による概説に検討されている。活性成分は、体液に不溶性
である外側のポリマー膜、たとえば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン／プロピ
レンコポリマー、エチレン／アクリル酸エチルコポリマー、エチレン／ビニルアセテート
コポリマー、シリコーンゴム、ポリジメチルシロキサン、ネオプレンゴム、塩素化ポリエ
チレン、ポリ塩化ビニル、酢酸ビニルとの塩化ビニルコポリマー、塩化ビニリデン、エチ
レンおよびプロピレン、イオノマーポリエチレンテレフタレート、ブチルゴムエピクロロ
ヒドリンゴム、エチレン／ビニルアルコールコポリマー、エチレン／酢酸ビニル／ビニル
アルコールターポリマーならびにエチレン／ビニルオキシエタノールコポリマーに囲まれ
た内側の固体マトリックス、たとえば、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリ
レート、可塑化または非可塑化ポリ塩化ビニル、可塑化ナイロン、可塑化ポリエチレンテ



(49) JP 2018-502888 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

レフタレート、天然ゴム、ポリイソプレン、ポリイソブチレン、ポリブタジエン、ポリエ
チレン、エチレン－ビニルアセテートコポリマー、シリコーンゴム、ポリジメチルシロキ
サン、シリコーンカーボネートコポリマー、アクリル酸およびメタクリル酸のエステルの
ヒドロゲルなどの親水性ポリマー、コラーゲン、架橋ポリビニルアルコールおよび部分的
に加水分解された架橋ポリビニルアセテート中に分散し得る。その後活性成分は、放出速
度制御ペースで外側のポリマー膜を通過して拡散する。そうした非経口組成物に含まれる
活性成分の割合は、その特有の性質のほか、被検体の必要性に高度に依存する。
【０１２３】
　さらに本明細書において関心が持たれるのは、溶液、エマルジョンおよび他の混合物と
して投与用に調製され得る凍結乾燥粉末である。凍結乾燥粉末はさらに、用時調製して、
固体またはゲルとして製剤化してもよい。
【０１２４】
　滅菌凍結乾燥粉末は、本明細書において提供される化合物またはその誘導体を、好適な
溶媒に溶解させることにより調製される。溶媒は、安定性を向上させる賦形剤、または粉
末もしくは粉末から調製される用時調製された溶液の他の薬理成分☆要素を含んでもよい
。使用してもよい賦形剤は、以下に限定されるものではないが、酸化防止剤、緩衝薬およ
び増量剤を含む。いくつかの実施形態では、賦形剤は、デキストロース、ソルビトール、
フルクトース、コーンシロップ、キシリトール、グリセリン、グルコース、スクロースお
よび他の好適な作用物質から選択される。溶媒は、緩衝薬、たとえばシトレート、リン酸
ナトリウムもしくはカリウム、または当業者に公知の他のそうした緩衝薬をほぼ中性ｐＨ
で含んでもよい。その後、当業者に公知の標準条件下で溶液のその後の滅菌化濾過に続き
、凍結乾燥により、所望の製剤が得られる。いくつかの実施形態では、得られた溶液は、
凍結乾燥のためバイアルに移される。各バイアルは、化合物の単回投薬量または複数投薬
量を含む。凍結乾燥粉末は、約４℃～室温までなど適切な条件下で保存することができる
。
【０１２５】
　この凍結乾燥粉末を注射用水で用時調製すると、非経口投与に使用される製剤が得られ
る。用時調製では、凍結乾燥粉末を滅菌水または他の好適なキャリアに加える。正確な量
は選択される化合物に依存する。そうした量は、経験的に決定することができる。
【０１２６】
　局所（ｔｏｐｉｃａｌ）混合物は、記載されたように局所および全身投与用に調製され
る。得られた混合物は、溶液、懸濁液、エマルジョンまたは同種のものでもよく、クリー
ム剤、ゲル剤、軟膏剤、エマルジョン、溶液剤、エリキシル剤、ローション剤、懸濁剤、
チンキ剤、ペースト剤、フォーム剤、エアロゾル剤、灌注剤、スプレー剤、坐剤、包帯剤
、経皮パッチ剤または局所（ｔｏｐｉｃａｌ）投与に好適な他の任意の製剤として製剤化
される。
【０１２７】
　化合物またはその誘導体は、吸入などによる局所（ｔｏｐｉｃａｌ）適用用のエアロゾ
ル剤として製剤化してもよい（たとえば、炎症性疾患、特に喘息の処置に有用なステロイ
ドの送達のためのエアロゾル剤について記載する米国特許第４，０４４，１２６号明細書
、同第４，４１４，２０９号明細書および同第４，３６４，９２３号明細書を参照された
い）。気道への投与のためのこれらの製剤は、単独またはラクトースなどの不活性なキャ
リアと組み合わせて、ネブライザーのためのエアロゾルまたは溶液の形態でも、あるいは
吹送用の超微粒粉末の形態でもよい。そうした場合には、いくつかの実施形態では、製剤
の粒子は、５ミクロン未満、他の実施形態では１０ミクロン未満の幾何学的中央径（ｍａ
ｓｓ　ｍｅｄｉａｎ　ｇｅｏｍｅｔｒｉｃ　ｄｉａｍｅｔｅｒ）を有する。
【０１２８】
　吸入に好適な化合物または誘導体の経口吸入製剤は、定量吸入薬、ドライパウダー吸入
薬、およびネブライザーまたは定量液体分配システムからの投与用の液体調製物を含む。
定量吸入薬およびドライパウダー吸入薬のどちらの場合も、製品安定性を長くするには、
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化合物または誘導体の結晶形態が、薬剤の好ましい物理的形状である。
【０１２９】
　化合物または誘導体の結晶粒子は、当業者に公知の微粉砕法に加えて、そうした吸入送
達用の粒子の製造において１ステップで所望の大きさの吸収性粒子を製造することで大き
な利点をもたらす超臨界流体処理を用いて、生成してもよい。（たとえば、国際公開第２
００５／０２５５０６号パンフレット）。微結晶用に制御される粒度は、化合物または誘
導体のかなりの部分が肺内に確実に沈着するように選択してもよい。いくつかの実施形態
では、これらの粒子は、約０．１～約１０ミクロン、他の実施形態では、約１～約５ミク
ロン、なお他の実施形態、約１．２～約３ミクロンの空気力学的質量中央径を有する。
【０１３０】
　不活性で不燃性のＨＦＡプロペラントは、ＨＦＡ　１３４ａ（１，１，１，２－テトラ
フルオロエタン）およびＨＦＡ　２２７ｅ（１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオ
ロプロパン）から選択され、単独あるいは化合物または誘導体の結晶粒子の密度に適合す
る比率で提供される。比率はさらに、生成懸濁液が有害な沈降またはクリーム状のもの（
不可逆的な凝集を誘発し得る）を回避し、むしろ振盪時に容易に分散する緩やかに凝集し
た系を確実に促すように選択される。緩やかに凝集した系は、ｐＭＤＩキャニスターに最
適な安定性が得られると十分に考えられる。製剤の特性により、本製剤は、エタノールお
よび界面活性剤／安定化剤を含まなかった。
【０１３１】
　本化合物は、局所または局所（ｔｏｐｉｃａｌ）適用用に、たとえばゲル剤、クリーム
剤およびローション剤の形態での、たとえば眼の表皮および粘膜などへの局所（ｔｏｐｉ
ｃａｌ）適用用に、さらに眼への適用用または大槽内もしくは脊髄内適用用に製剤化して
もよい。局所（ｔｏｐｉｃａｌ）投与は、経皮送達、さらに眼もしくは粘膜への投与、ま
たは吸入治療を企図している。さらに単独または他の賦形剤と組み合わせた活性化合物の
点鼻液剤を投与してもよい。
【０１３２】
　鼻腔投与では、調製物は、エアロゾル適用のための液体キャリア、特に、水性キャリア
に溶解または懸濁したエステル化ホスホネート化合物を含んでもよい。キャリアは、可溶
化剤もしくは懸濁化剤、たとえばプロピレングリコール、界面活性剤、吸収促進剤、たと
えばレシチンもしくはシクロデキストリン、または防腐剤を含んでもよい。
【０１３３】
　溶液剤、特に点眼使用を意図したものは、適切な塩を用いて０．０１％～１０％等張液
、ｐＨ約５～７．４として製剤化してもよい。
【０１３４】
　他の投与経路、たとえばイオントフォレーシス装置および電気泳動装置を含む経皮パッ
チ、および直腸投与も本明細書において企図される。
【０１３５】
　イオントフォレーシス装置および電気泳動装置を含む経皮パッチは、当業者によく知ら
れている。たとえば、そうしたパッチは、米国特許第６，２６７，９８３号明細書、同第
６，２６１，５９５号明細書、同第６，２５６，５３３号明細書、同第６，１６７，３０
１号明細書、同第６，０２４，９７５号明細書、同第６，０１０７１５号明細書、同第５
，９８５，３１７号明細書、同第５，９８３，１３４号明細書、同第５，９４８，４３３
号明細書および同第５，８６０，９５７号明細書に開示されている。
【０１３６】
　たとえば、直腸投与用の剤形は、全身作用のための直腸坐剤、カプセル剤および錠剤で
ある。直腸坐剤は、本明細書に使用される場合、体温で溶けるかまたは軟化し、１種また
は複数種の薬理学的または治療上の活性成分を放出する、直腸に挿入される固形物を意味
する。直腸坐剤に利用される物質は、基剤またはビヒクル、および融点を上昇させるため
の作用物質である。基剤の例として、カカオバター（カカオ脂）、グリセリン－ゼラチン
、カルボワックス（ポリオキシエチレングリコール）および脂肪酸のモノ、ジおよびトリ
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グリセリドの適切な混合物がある。様々な基剤の組み合わせを使用してもよい。坐剤の融
点を上昇させる作用物質は、鯨蝋およびワックスを含む。直腸坐剤は、圧縮法で調製して
もあるいは成形で調製してもよい。直腸坐剤の重量は、一実施形態では、約２～３ｇｍで
ある。直腸投与用の錠剤およびカプセル剤は、経口投与用の製剤の場合と同じ物質を用い
て同じ方法により製造される。
【０１３７】
　本明細書において提供される化合物またはその誘導体はさらに、処置される被検体の体
の特定の組織、受容体または他の領域を標的とするように製剤化してもよい。多くのそう
した標的化法が当業者によく知られている。そうした標的化法はすべて、本明細書におい
て本組成物に使用されることが企図される。標的化法の非限定的な例については、たとえ
ば、米国特許第６，３１６，６５２号明細書、同第６，２７４，５５２号明細書、同第６
，２７１，３５９号明細書、同第６，２５３，８７２号明細書、同第６，１３９，８６５
号明細書、同第６，１３１，５７０号明細書、同第６，１２０，７５１号明細書、同第６
，０７１，４９５号明細書、同第６，０６０，０８２号明細書、同第６，０４８，７３６
号明細書、同第６，０３９，９７５号明細書、同第６，００４，５３４号明細書、同第５
，９８５，３０７号明細書、同第５，９７２，３６６号明細書、同第５，９００，２５２
号明細書、同第５，８４０，６７４号明細書、同第５，７５９，５４２号明細書および同
第５，７０９，８７４号明細書を参照されたい。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、腫瘍標的化リポソームなどの組織標的化リポソームを含むリ
ポソーム懸濁液も、キャリアとして好適であり得る。これらは、当業者に公知の方法に従
い調製することができる。たとえば、リポソーム製剤は、米国特許第４，５２２，８１１
号明細書に記載されているように調製してもよい。簡単に説明すると、多重膜ベシクル（
ＭＬＶ）などのリポソームは、フラスコ内でホスファチジルコリンおよびホスファチジル
セリン（モル比７：３）を乾燥させることにより形成することができる。本明細書におい
て提供される化合物を、二価カチオンを欠いたリン酸塩緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）に溶か
した溶液を加え、脂質フィルムが分散するまでフラスコを振盪する。得られたベシクルを
洗浄して未封入化合物を除去し、遠心分離によりペレット状にし、次いでＰＢＳに再懸濁
する。
【０１３９】
　化合物または誘導体は、包装材料と、上掲の疾患または障害の１つまたは複数の症状の
処置、予防または軽減に有効な本明細書において提供される、包装材料内の化合物または
その誘導体と、化合物もしくは組成物またはその誘導体が、上掲の疾患または障害の１つ
または複数の症状の処置、予防または軽減に使用されることを表示するラベルとを含む物
品として包装してもよい。
【０１４０】
　本明細書において提供される物品は、包装材料を含む。製品の包装に使用される包装材
料は、当業者によく知られている。たとえば、米国特許第５，３２３，９０７号明細書、
同第５，０５２，５５８号明細書および同第５，０３３，２５２号明細書を参照されたい
。包装材料の例として、以下に限定されるものではないが、ブリスターパック、ビン、チ
ューブ、吸入器、ポンプ、バッグ、バイアル、容器、シリンジ、ビン、ならびに選択され
た製剤と意図された投与モードおよび処置とに好適な任意の包装材料がある。本明細書に
記載の任意の疾患または障害の種々の処置と同様に、本明細書において提供される化合物
および組成物も多様な製剤が企図される。
【０１４１】
投薬量（投与量）
　ヒトの治療では、予防的または治癒的処置に応じて、さらに年齢、体重、疾患のステー
ジおよび処置される被検体に特有の他の要因に応じて、最も適切な投与レジメンを内科医
が決定する。他の実施形態では、本組成物は、体重１キログラムあたり１日約０．０００
１ｍｇ～約７０ｍｇの化合物の投薬量（投与量）を与えるべきである。投薬単位剤形は、
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１投薬単位剤形あたり約０．０１ｍｇ、０．１ｍｇまたは１ｍｇ～約５００ｍｇまたは約
１０００ｍｇの、いくつかの実施形態では約１０ｍｇ～約５００ｍｇの活性成分または本
質的成分の組み合わせを与えるように調製される。
【０１４２】
　障害もしくはその１つまたは複数の症状の予防または処置に有効である、本明細書にお
いて提供される製剤の活性成分の量は、疾患または状態の性質および重症度と、活性成分
が投与される経路とによって異なる。頻度および投薬量（投与量）も、施される具体的な
治療法（たとえば、治療剤または予防剤）、障害、疾患または状態の重症度、投与経路の
ほか、被検体の年齢、身体、体重、応答および過去の既往歴に応じた各被検体に特有の要
因によって異なる。
【０１４３】
　製剤の例示的用量として、被検体１キログラムあたりミリグラムまたはマイクログラム
量の活性化合物（たとえば、１キログラムあたり約１マイクログラム～１キログラムあた
り約５０ミリグラム、１キログラムあたり約１０マイクログラム～１キログラムあたり約
３０ミリグラム、１キログラムあたり約１００マイクログラム～１キログラムあたり約１
０ミリグラム、または１キログラムあたり約１００マイクログラム～１キログラムあたり
約５ミリグラム）がある。
【０１４４】
　当業者には明らかなように、本明細書に開示された範囲外の活性成分の投薬量（投与量
）が、場合によっては必要であることもある。さらに、臨床医または担当医師は、被検体
の応答と共に治療をいつどのように中断、調整または中止するかが分かる点に留意された
い。
【０１４５】
　当業者に容易に分かるように、異なる疾患および状態には異なった治療有効量が適用で
き得る。同様に、そうした障害を予防、管理、処置または軽減するのに十分な量であるが
、本明細書において提供される組成物に伴う有害作用を引き起こすのに不十分であるかあ
るいは本明細書において提供される組成物に伴う有害作用を減少させるのに十分な量も、
上述の投薬量（投与量）の量および投与頻度のスケジュールに包含される。さらに、本明
細書において提供される、複数投薬量（投与量）の組成物が被検体に投与される場合、投
薬量（投与量）のすべてが必ずしも同じである必要はない。たとえば、被検体に投与され
る投薬量（投与量）は、組成物の予防または治療効果を高めるため増加させてもよいし、
あるいは特定の被検体が呈している１つまたは複数の副作用を減らすため減少させてもよ
い。
【０１４６】
　ある種の実施形態では、本明細書において提供される同じ製剤の投与を繰り返してもよ
く、投与は、少なくとも１日、２日、３日、５日、１０日、１５日、３０日、４５日、２
ヶ月、７５日、３ヶ月または６ヶ月の間隔を開けてもよい。
【０１４７】
化合物および組成物の使用の方法
　たとえば、片頭痛、ＡＬＳ、アルツハイマー病、パーキンソン病、錐体外路障害、鬱病
、悪心、嘔吐、下肢静止不能症候群、不眠、攻撃性、ハンチントン病、心肺疾患、線維化
、肺動脈高血圧、不安、薬物嗜癖、ジストニア、睡眠時随伴症または高プロラクチン血症
を含む疾患の１つまたは複数の症状を処置、予防または軽減する方法も、本明細書におい
て提供される。本方法を実施する場合、上掲の本明細書に記載の治療有効量の化合物また
は組成物が投与される。
【０１４８】
　さらに提供されるのは、本明細書に記載の化合物および組成物を用いて５－ＨＴ２Ｂ受
容体、アドレナリンα１Ａ、α１Ｄ、α２ｃ、α２Ａおよびα２Ｂ受容体ならびにＤ２お
よびＤ３受容体を含む受容体を拮抗するための方法である。本方法を実施する場合、上掲
の本明細書に記載の治療有効量の化合物または組成物が投与される。
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【０１４９】
　さらに提供されるのは、本明細書に記載の化合物および組成物を用いて５－ＨＴ１Ｄ、
５－ＨＴ１Ａ、５－ＨＴ１ＣおよびＤ２受容体を作動させるための方法である。いくつか
の実施形態では、本明細書に記載の化合物および組成物を用いて５－ＨＴ１Ｂ受容体より
も５－ＨＴ１Ｄ受容体を選択的に作動させる方法が提供される。他の実施形態では、本明
細書に記載の化合物および組成物は、５－ＨＴ１Ｂ受容体よりも５－ＨＴ１Ｄ受容体を約
４：１の比率で選択的に作動させる。なお他の実施形態では、本明細書に記載の化合物お
よび組成物は、５－ＨＴ１Ｂ受容体よりも５－ＨＴ１Ｄ受容体を約３０：１の比率で選択
的に作動させる。いくつかの実施形態では、本明細書に記載の化合物および組成物を用い
て５－ＨＴ２Ａ受容体よりも５－ＨＴ２Ｃ受容体を選択的に作動させる方法が提供される
。
【０１５０】
　５－ＨＴ１Ｂ受容体の強いアゴニズムは、多くの場合、過剰な血管収縮のため心血管系
に対する有害作用を生じる。上記のような選択的アゴニズムが好ましい一方、さらに好ま
しいのは、片頭痛療法剤によるアドレナリン受容体、たとえば、α１Ａ、α１Ｄ、α２Ａ

、α２Ｂおよびα２Ｃなどのアンタゴニズムが、強い５－ＨＴ１Ｂアゴニズムにより引き
起こされるそうした血管収縮を減少させ得ることである。いくつかの実施形態では、本化
合物および組成物は、５－ＨＴ１Ｂ受容体よりも５－ＨＴ１Ｄ受容体を選択的に作動させ
、かつアドレナリンα１Ａ受容体、アドレナリンα２Ａ、受容体またはアドレナリンα２

Ｂ受容体の１つまたは複数を拮抗させる。他の実施形態では、本化合物および組成物は、
５－ＨＴ１Ｂまたは５－ＨＴ１Ｄ受容体の１つまたは複数を作動させ、かつアドレナリン
α１Ａ受容体、アドレナリンα２Ａ、受容体またはアドレナリンα２Ｂ受容体の１つまた
は複数を拮抗させる。
【０１５１】
　５－ＨＴ２Ｂ受容体の強いアゴニズムは、多くの場合、心臓弁膜症などの望ましくない
心血管合併症を生じる。そのため、５－ＨＴ２Ｂが活性化されない選択的アゴニズムは非
常に望ましい。
【０１５２】
　なお他の実施形態では、本明細書に記載の化合物および組成物を用いて、他のエルゴリ
ン、たとえば、ジヒドロエルゴタミンなどによるドーパミン受容体のアゴニズムと比較し
て、ドーパミン受容体のアゴニズムを減少させる方法が、本明細書において提供される。
いくつかの実施形態では、ドーパミン受容体はＤ２受容体である。本方法を実施する場合
、治療有効量の化合物または組成物が投与される。
【０１５３】
併用療法
　本明細書に開示された化合物および組成物はさらに、１種または複数種の他の活性成分
と併用して使用してもよい。ある種の実施形態では、化合物は、別の治療薬と併用して投
与しても、あるいは連続して投与してもよい。そうした他の治療薬は、片頭痛、ＡＬＳ、
アルツハイマー病、パーキンソン病、錐体外路障害、鬱病、悪心、嘔吐、下肢静止不能症
候群、不眠、攻撃性、ハンチントン病、心肺疾患、線維化、肺動脈高血圧、不安、薬物嗜
癖、ジストニア、睡眠時随伴症または高プロラクチン血症と関連する１つまたは複数の症
状の処置、予防または軽減で知られたものを含む。
【０１５４】
　本明細書において提供される化合物および組成物の、１つまたは複数の上記の治療薬お
よび任意選択的に１つまたは複数のさらなる薬理学的に活性な物質との任意の好適な併用
は、本開示の範囲内であると考えられていることを理解すべきである。いくつかの実施形
態では、本明細書において提供される化合物および組成物は、１つまたは複数の追加の活
性成分の前または後に投与される。
【０１５５】
　さらに、本明細書において提供される化合物および組成物の任意の好適な併用は、上述
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【０１５６】
　最後に、本発明を実施する代替の方法が存在することに留意されたい。そのため、本実
施形態は例示であり、限定的でないと考えられるべきであり、本発明は、本明細書に示し
た詳細に限定されるべきものではないが、添付の特許請求の範囲およびその均等の範囲内
で修正してもよい。
【０１５７】
　本明細書に引用する刊行物および特許はすべてその全体を援用する。
【実施例】
【０１５８】
　以下の例は、例示であり、限定的でないことを意図している。
【０１５９】
実施例１：２－シクロプロピルテルグリド（３－（（６ａＲ，９Ｓ，１０ａＲ）－５－シ
クロプロピル－７－メチル－４，６，６ａ，７，８，９，１０，１０ａ－オクタヒドロイ
ンドロ［４，３－ｆｇ］キノリン－９－イル）－１，１－ジエチル尿素）の合成
【化２９】

　１，２－ジメトキシエタン（６ｍＬ／ｍｍｏｌ）と水（１．５ｍＬ／ｍｍｏｌ）との混
合物にアルゴンを流し、次いで２－ブロモテルグリド（１６０ｍｇ、０．３８ｍｍｏｌ）
と、シクロプロピルボロン酸（１．５ｅｑ．）と、Ｋ３ＰＯ４（３．７ｅｑ．）との混合
物を加えた。混合物にアルゴンを１０分間流し、次いでＰｄ（ｄｐｐｆ）ＣＩ２（０．０
１ｅｑ．）を加え、得られた混合物を９０℃で一晩撹拌した。次いで、混合物を室温まで
冷却し、ＥｔＯＡｃ（２ｍＬ／ｍｍｏｌ）および水（２ｍＬ／ｍｍｏｌ）で希釈した。混
合物を濾過し、次いで層を分離した。有機相をブライン（１０ｍＬ／ｍｍｏｌ）で洗浄し
、次いでＭｇＳＯ４で乾燥させ、濾過して濃縮した。この粗生成物を分取ＨＰＬＣにより
精製して２－シクロプロピルテルグリド（２８ｍｇ、１９％の収率）を得た。ＡＰＣＩ　
ＭＳ、ｍ／ｚ　３８１［Ｍ＋Ｈ］＋、ＨＰＬＣ－ＭＳ（２２０ｎｍ）８３％（ＡＵＣ）。
１Ｈ－ＮＭＲ（３００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ－ｄ６）：δ　０．７４－０．８４（２Ｈ，ｍ）
；０．８７－０．９７（２Ｈ，ｍ）；１．０４（６Ｈ，ｔ，Ｊ＝６．９Ｈｚ）；１．３８
－１．５４（１Ｈ，ｍ）；１．９２－２．０８（２Ｈ，ｍ）；２．２９－２．４５（４Ｈ
，ｍ）；２．５３－２．６５（１Ｈ，ｍ）；２．７８－３．０（２Ｈ，ｍ）；３．１－３
．３（４Ｈ，ｍ）；３．９５－４．０５（１Ｈ，ｍ）；５．５５（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝６．６
Ｈｚ）；６．６４－６．９（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝６．９Ｈｚ）；６．８４－７．００（２Ｈ，
ｍ）；１０．２５（１Ｈ，ｓ）．
【０１６０】
実施例２：２－ブロモメチセルギドの合成
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【化３０】

　ブロモトリメチルシラン（６ｅｑ．）を乾燥ＤＭＳＯ（２０ｍＬ／ｍｍｏｌ）に溶解さ
せ、溶液を室温で１５分間撹拌した。次いでマレイン酸メチセルギド（１ｅｑ．）を加え
、この混合物を室温で１０分間撹拌した。混合物を氷水（１００ｍＬ／ｍｍｏｌ）に注ぎ
、ｐＨをアンモニア水で８～９に調整し、ＤＣＭで抽出した（３×２０ｍＬ／ｍｍｏｌ）
。合わせた有機相をＮａ２Ｓ２Ｏ３水（２×１０ｍＬ／ｍｍｏｌ）およびブライン（２×
１０ｍＬ／ｍｍｏｌ）で洗浄し、次いでＭｇＳＯ４で乾燥させ、濾過して濃縮した。この
粗生成物をフラッシュクロマトグラフィー（ＤＣＭ：ＭｅＯＨ、０～１０％）により精製
して２－ブロモメチセルギドを得た。
【０１６１】
実施例３：２－シクロプロピルメチセルギド（６ａＲ，９Ｒ）－５－シクロプロピル－Ｎ
－（（Ｓ）－１－ヒドロキシブタン－２－イル）－４，７－ジメチル－４，６，６ａ，７
，８，９－ヘキサヒドロインドロ［４，３－ｆｇ］キノリン－９－カルボキサミド）の合
成

【化３１】

　実施例１の手順を用いて２－ブロモメチセルギド（３６０ｍｇ、０．８３ｍｍｏｌ）か
ら２－シクロプロピルメチセルギド（２５ｍｇ、７．６％の収率）を合成した。ＡＰＣＩ
　ＭＳ、ｍ／ｚ　３９４［Ｍ＋Ｈ］＋、ＨＰＬＣ－ＭＳ（２２０ｎｍ）９２％（ＡＵＣ）
。１Ｈ－ＮＭＲ（３００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ－ｄ６）：δ　０．５６－０．６５（１Ｈ，ｍ
）；０．７６－０．８８（４Ｈ，ｍ）；０．９５－１．３（２Ｈ，ｍ）；１．２６－１．
４１（１Ｈ，ｍ）；１．４６－１．６３（１Ｈ，ｍ）；１．８５－１．９６（１Ｈ，ｍ）
；２．４９（３Ｈ，ｓ）；２．５５－２．６５（１Ｈ，ｍ）；２．９６－３．０８（３Ｈ
，ｍ）；３．１３－３．２３（１Ｈ，ｍ）；３．２８－３．３７（１Ｈ，ｍ）；３．４５
（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ１＝５．５Ｈｚ，Ｊ２＝１４．９Ｈｚ）；３．５３－３．６５（１Ｈ，
ｍ）；３．７４（３Ｈ，ｓ）；４．５８（１Ｈ，ｔ，Ｊ＝５．５Ｈｚ）；６．４２（１Ｈ
，ｄ，Ｊ＝４．３Ｈｚ）；７．００－７．０８（２Ｈ，ｍ）；７．１３－７．２１（１Ｈ
，ｍ）；７．８４（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝８．４Ｈｚ）．
【０１６２】
実施例４：２－ブロモジヒドロメチセルギドの合成
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【化３２】

　実施例２の手順を用いてジヒドロメチセルギドから２－ブロモジヒドロメチセルギドを
合成した。
【０１６３】
実施例５：２－シクロプロピルジヒドロメチセルギド（６ａＲ，９Ｒ）－５－シクロプロ
ピル－Ｎ－（（Ｓ）－１－ヒドロキシブタン－２－イル）－４，７－ジメチル－４，６，
６ａ，７，８，９－ヘキサヒドロインドロ［４，３－ｆｇ］キノリン－９－カルボキサミ
ド）の合成
【化３３】

　実施例１の手順に従い２－ブロモメチセルギド（３８５ｍｇ、０．８９ｍｍｏｌ）から
２－シクロプロピルジヒドロメチセルギド（１０５ｍｇ、３０％の収率）を合成した。Ａ
ＰＣＩ　ＭＳ、ｍ／ｚ　３９６［Ｍ＋Ｈ］＋、ＨＰＬＣ－ＭＳ（２２０ｎｍ）９９％（Ａ
ＵＣ）。１Ｈ－ＮＭＲ（３００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ－ｄ６）：δ　０．４９－０．５８（１
Ｈ，ｍ）；０．８４（４Ｈ，ｔ，Ｊ＝７．６Ｈｚ）；０．９３－１．０１（２Ｈ，ｍ）；
１．２５－１．４９（２Ｈ，ｍ）；１．５１－１．６６（１Ｈ，ｍ）；１．８２－２．０
２（２Ｈ，ｍ）；２．１３－２．３（１Ｈ，ｍ）；２．３７（３Ｈ，ｓ）；２．４１－２
．４７（１Ｈ，ｍ）；２．５６－２．７８（３Ｈ，ｍ）；２．８８－３．０２（１Ｈ，ｍ
）；３．２３－３．２９（１Ｈ，ｍ）；３．３４－３．４３（１Ｈ，ｍ）；３．５７－３
．６９（１Ｈ，ｍ）；３．７３（３Ｈ，ｓ）；４．６１（１Ｈ，ｔ，Ｊ＝５．６Ｈｚ）；
６．７６（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝７．２Ｈｚ）；７．０１（１Ｈ，ｔ，Ｊ＝７．９Ｈｚ）；７．
１１（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝８．３Ｈｚ）；７．５８（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝７．２Ｈｚ）．
【０１６４】
実施例６：１０－メトキシヒドロメチセルギド（（６ａＲ，９Ｒ，１０ａＳ）－Ｎ－（（
Ｓ）－１－ヒドロキシブタン－２－イル）－１０ａ－メトキシ－４，７－ジメチル－４，
６，６ａ，７，８，９，１０，１０ａ－オクタヒドロインドロ［４，３－ｆｇ］キノリン
－９－カルボキサミド）の合成
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【化３４】

　マレイン酸メチセルギド（２００ｍｇ、０．４３ｍｍｏｌ）をＭｅＯＨ（１１ｍＬ／ｍ
ｍｏｌ）とｃｃ．Ｈ２ＳＯ４（０．３５ｍＬ／ｍｍｏｌ）との混合物に－２０℃で溶解さ
せた。この溶液に窒素雰囲気下で水銀ランプを用いてＵＶ反応器にて２時間－２０℃で照
射した。この反応混合物を水（２０ｍＬ／ｍｍｏｌ）で希釈し、ｐＨを１Ｍ　ＮａＯＨ水
で９～１０に調整した。この水溶液をＤＣＭで抽出した（３×１０ｍＬ／ｍｍｏｌ）。有
機相をＭｇＳＯ４で乾燥させ、濾過して濃縮した。この粗生成物を分取ＨＰＬＣにより精
製して１０－メトキシジヒドロメチセルギド（２０ｍｇ、１２％の収率）を得た。ＡＰＣ
Ｉ　ＭＳ、ｍ／ｚ　３８６［Ｍ＋Ｈ］＋、ＨＰＬＣ－ＭＳ（２２０ｎｍ）９１％（ＡＵＣ
）。１Ｈ－ＮＭＲ（３００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ－ｄ６）：δ　０．８３（３Ｈ，ｔ，Ｊ＝７
．９Ｈｚ）；１．２４－１．３８（１Ｈ，ｍ）；１．４７－１．６４（２Ｈ，ｍ）；２．
１４－２．２４（２Ｈ，ｍ）；２．３１（３Ｈ，ｓ）；２．７－２．７８（１Ｈ，ｍ）；
２．８１（３Ｈ，ｓ）；２．８４－３．０６（３Ｈ，ｍ）；３．２３－３．３（１Ｈ，ｍ
）；３．３４－３．４３（１Ｈ，ｍ）；３．５８－３．６８（１Ｈ，ｍ）；３．７４（３
Ｈ，ｓ）；４．６１（１Ｈ，ｔ；Ｊ＝５．５Ｈｚ）；６．９９（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝８．０Ｈ
ｚ）；７．１１（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝８．０Ｈｚ）；７．３（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝８．０Ｈｚ）；
７．６５（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝８．６Ｈｚ）．
【０１６５】
実施例７：１０－メトキシヒドロメチルエルゴメトリン（（６ａＲ，９Ｒ，１０ａＳ）－
Ｎ－（（Ｓ）－１－ヒドロキシブタン－２－イル）－１０ａ－メトキシ－４，７－ジメチ
ル－４，６，６ａ，７，８，９，１０，１０ａ－オクタヒドロインドロ［４，３－ｆｇ］
キノリン－９－カルボキサミド）の合成

【化３５】

　実施例６の手順に従いメチルエルゴメトリン（１００ｍｇ、０．２９ｍｍｏｌ）から１
０－メトキシヒドロメチルエルゴメトリン（４１ｍｇ、１２％の収率）を合成した。ＡＰ
ＣＩ　ＭＳ、ｍ／ｚ　３７２［Ｍ＋Ｈ］＋、ＨＰＬＣ－ＭＳ（２２０ｎｍ）９２％（ＡＵ
Ｃ）。１Ｈ－ＮＭＲ（３００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ－ｄ６）：δ　０．８４（３Ｈ，ｔ，Ｊ＝
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；２．８２（３Ｈ，ｓ）；２．８６－３．０７（３Ｈ，ｍ）；３．２４－３．３（１Ｈ，
ｍ）；３．３５－３．４３（１Ｈ，ｍ）；３．５７－３．６９（１Ｈ，ｍ）；３．７４（
３Ｈ，ｓ）；４．６２（１Ｈ，ｍ）；６．９３－７．０９（３Ｈ，ｍ）；７．２５（１Ｈ
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