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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　がんを治療する、及び／又は、がんの発症を予防する、及び／又は、がんを有する患者
をがん治療に感受性にするための組成物であって、
治療有効量の少なくとも１種の式（ＩＢ）：
【化１】

式中、Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２が、３－アミノプロポキシ及び３－アミノ－１－オキソプ
ロポキシからなる群から独立的に選択され、Ｒ１８が、アミノ－Ｃ３－アルキルオキシ、
アミノ－Ｃ３－アルキル－カルボキシ、アミノ－Ｃ２－アルキルカルボキシ、Ｃ８－アル
キルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ８－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ１０
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－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ８－アルキル－カルボニル－Ｃ４－アル
キル、ジ－（Ｃ５－アルキル）アミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１３－アルキルアミノ－Ｃ５

－アルキル、Ｃ６－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ６－アルキル－カルボ
キシ－Ｃ４－アルキル、Ｃ１６－アルキルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１２－アルキルア
ミノ－Ｃ５－アルキル、およびヒドロキシ（Ｃ５）アルキルからなる群から独立に選択さ
れる、
の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ）化合物または薬学的に許容されるその塩を
含み、がん性の細胞の増殖を減少する、及び／又は、がん性の細胞、前がん性の細胞もし
くは組織または前悪性の細胞もしくは組織に細胞傷害性である、組成物。
【請求項２】
　子宮頸部に位置する前がん性の細胞または組織、子宮頸部異形成、子宮頸がん、皮膚が
ん、日光性角化症、前立腺がん、例えば、ホルモン抵抗性前立腺がん、頭頸部がん、また
は放射線抵抗性がん、白血病、非小細胞肺がん、結腸がん、ＣＮＳがん、卵巣がん、腎が
ん、乳がん、多発性骨髄腫、口腔がん、ボルテゾミブ抵抗性多発性骨髄腫、再発した多発
性骨髄腫、または抗療性の多発性骨髄腫の少なくとも１種を有する患者の治療に有効であ
る、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　ＣＳＡ化合物または薬学的に許容されるその塩が局所投与用、例えば、局所投与用のク
リームとして製剤化されている、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　ＣＳＡ化合物または薬学的に許容されるその塩が、がんにおけるＩＬ－６レベルを低減
する、請求項１～３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項５】
　ＣＳＡ化合物または薬学的に許容されるその塩が、
下記群：
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【化２－１】
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【化２－２】

及び薬学的に許容されるその塩
からなる群から選択される、請求項１から４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　薬学的に許容される塩が、塩酸付加塩、例えば、一塩酸塩、二塩酸塩、三塩酸塩、また
は四塩酸塩、硫酸付加塩、またはスルホン酸付加塩、例えば、１，５－ナフタレンジスル
ホン酸付加塩である、請求項１から５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の組成物及び非ＣＳＡ化学療法薬を含む、キット
。
【請求項８】
　非ＣＳＡ化学療法薬が、アルキル化剤、アントラサイクリン、細胞骨格破壊剤、エポチ
ロン、ヒストンデアセチラーゼ阻害剤、トポイソメラーゼ阻害剤、キナーゼ阻害剤、モノ
クローナル抗体、ヌクレオチド類似体、ペプチド抗生物質、白金系薬剤、レチノイド、お
よびビンカアルカロイドからなる群から選択される、より詳しくは、　非ＣＳＡ化学療法
薬が、アクチノマイシン、全トランス型レチノイン酸、アザシチジン、アザチオプリン、
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ブレオマイシン、ボルテゾミブ、カンプトテシン、カルボプラチン、カペシタビン、シス
プラチン、クロラムブシル、シクロホスファミド、シタラビン、ダウノルビシン、ドセタ
キセル、ドキシフルリジン、ドキソルビシン、エピルビシン、エポチロン、エトポシド、
フルオロウラシル、ゲムシタビン、ヒドロキシ尿素、イダルビシン、イマチニブ、イリノ
テカン、メクロレタミン、メルカプトプリン、メトトレキセート、ミトキサントロン、オ
キサリプラチン、パクリタキセル、ペメトレキセド、テニポシド、チオグアニン、トポテ
カン、バルルビシン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンデシン、およびビノレルビ
ンからなる群から選択される、請求項７に記載のキット。
【請求項９】
　ＣＳＡ化合物または薬学的に許容されるその塩が、患者におけるがんおよび感染、例え
ば、細菌感染、の両方を治療または予防する、請求項１から８のいずれか一項に記載の組
成物。
【請求項１０】
　細胞増殖をin vitroまたはex vivoで減少させる方法であって、式（ＩＢ）：

【化３】

式中、Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２が、３－アミノプロポキシ及び３－アミノ－１－オキソプ
ロポキシからなる群から独立的に選択され、Ｒ１８が、アミノ－Ｃ３－アルキルオキシ、
アミノ－Ｃ３－アルキル－カルボキシ、アミノ－Ｃ２－アルキルカルボキシ、Ｃ８－アル
キルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ８－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ１０

－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ８－アルキル－カルボニル－Ｃ４－アル
キル、ジ－（Ｃ５－アルキル）アミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１３－アルキルアミノ－Ｃ５

－アルキル、Ｃ６－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ６－アルキル－カルボ
キシ－Ｃ４－アルキル、Ｃ１６－アルキルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１２－アルキルア
ミノ－Ｃ５－アルキル、およびヒドロキシ（Ｃ５）アルキルからなる群から独立に選択さ
れる、
の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ）化合物または薬学的に許容されるその塩を
、ＣＣＲＦ－ＣＥＭ、ＨＬ－６０（ＴＢ）、Ｋ－５６２、ＭＯＬＴ－４、ＲＰＭＩ－８２
２６、ＳＲ、Ａ５４９／ＡＴＣＣ、ＥＫＶＸ、ＨＯＰ－６２、ＨＯＰ－９２、ＮＣＩ－Ｈ
２２６、ＮＣＩ－Ｈ２３、ＮＣＩ－Ｈ３２２Ｍ、ＮＣＩ－Ｈ４６０、ＮＣＩ－Ｈ５２２、
ＣＯＬＯ２０５、ＨＣＣ－２９９８、ＨＣＴ－１１６、ＨＣＴ－１５、ＨＴ２９、ＫＭ１
２、ＳＷ－６２０、ＳＦ－２６８、ＳＦ－２９５、ＳＦ－５３９、ＳＮＢ－１９、ＳＮＢ
－７５、Ｕ２５１、ＬＯＸ　ＩＭＶＩ、ＭＡＬＭＥ－３Ｍ、Ｍ１４、ＳＫ－ＭＥＬ－２、
ＳＫ－ＭＥＬ－２８、ＳＫ－ＭＥＬ－５、ＵＡＣＣ－２５７、ＵＡＣＣ－６２、ＩＧＲＯ
Ｖ１、ＯＶＣＡＲ－３、ＯＶＣＡＲ－４、ＯＶＣＡＲ－５、ＯＶＣＡＲ－８、ＮＣＩ／Ａ
ＤＲ－ＲＥＳ、ＳＫ－ＯＶ－３、７８６－０、Ａ４９８ｌ、ＡＣＨＮ、ＣＡＫＩ－１、Ｒ
ＸＦ３９３、ＳＮ１２Ｃ、ＴＫ－１０、ＵＯ－３１、ＰＣ－３、ＤＵ－１４５、ＭＣＦ７
、ＮＣＩ－ＡＤＲ－ＲＥＳ、ＭＤＡ－ＭＢ－２３１／ＡＴＣＣ、ＨＳ５７８Ｔ、ＭＤＡ－
ＭＢ－４３５、ＭＤＡ－ＭＢ－４６８、ＢＴ－５４９、およびＴ－４７Ｄからなる群から
選択される細胞と接触させるステップを含む方法。
【請求項１１】
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　ＣＳＡ化合物または薬学的に許容されるその塩が、バイオマーカー、例えば、ＣＳＡ化
合物または薬学的に許容されるその塩への細胞応答、より詳しくは、細胞障害性である細
胞応答を測定することによって選択される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　患者からの試料をコンパニオン診断デバイスにかけることよって、１種以上の化学療法
剤を選択することをさらに含む、請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ＣＳＡ化合物が請求項５に記載されるものである、請求項１０から１２のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１４】
　患者におけるがんを治療するための医薬組成物であって、
薬学的に活性な量の少なくとも１種の式（ＩＢ）：
【化４】

式中、Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２が、３－アミノプロポキシ及び３－アミノ－１－オキソプ
ロポキシからなる群から独立的に選択され、Ｒ１８が、アミノ－Ｃ３－アルキルオキシ、
アミノ－Ｃ３－アルキル－カルボキシ、アミノ－Ｃ２－アルキルカルボキシ、Ｃ８－アル
キルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ８－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ１０

－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ８－アルキル－カルボニル－Ｃ４－アル
キル、ジ－（Ｃ５－アルキル）アミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１３－アルキルアミノ－Ｃ５

－アルキル、Ｃ６－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ６－アルキル－カルボ
キシ－Ｃ４－アルキル、Ｃ１６－アルキルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１２－アルキルア
ミノ－Ｃ５－アルキル、およびヒドロキシ（Ｃ５）アルキルからなる群から独立に選択さ
れる、
の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ）化合物または薬学的に許容されるその塩と
、アルブミンまたは界面活性剤とを含み、組成物ががん性の細胞の増殖を減少するのに有
効であり、及び／又は、がん性の細胞に細胞傷害性である、組成物。
【請求項１５】
　ＣＳＡ化合物が請求項５に記載されるものである、請求項１４に記載の医薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、その全体が参照により特に本明細書に援用される、２０１３年１月７
日出願の米国仮特許出願第６１／７４９８００号の優先権の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]がんなどのある特定の疾患を治療し、かつ／または細胞増殖を減少させる陽イオ
ン性ステロイド抗微生物薬（「ＣＳＡ」）。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]がんは、異常な細胞が制御なく分裂し、他の組織を侵しかねない疾患に対して使



(7) JP 6294352 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

用される用語である。がん細胞は、血液およびリンパ系を介して身体の他の部位に広がる
場合もある。
【０００４】
　[0004]１００を越える異なるタイプのがんが存在し、大抵のがんは、その出発点である
臓器または細胞のタイプにちなんで名付けられる。たとえば、結腸で始まるがんは、結腸
がんと呼ぶことができ、皮膚の基底細胞で始まるがんは、基底細胞癌と呼ぶことができる
。米国における一般的ながんのタイプは、膀胱がん、肺がん、乳がん、黒色腫、結腸およ
び直腸がん、非ホジキンリンパ腫、子宮内膜がん、膵臓がん、腎臓（腎細胞）がん、前立
腺がん、白血病、ならびに甲状腺がんである。
【０００５】
　[0005]がんタイプは、より広いカテゴリーに分類することもできる。がんの主なカテゴ
リーとして、癌腫（皮膚、または内臓を満たすもしくは覆う組織において始まるがん）、
肉腫（骨、軟骨、脂肪、筋肉、血管、または他の結合もしくは支持組織で始まるがん）、
白血病（骨髄などの、血液を生成する組織で始まり、多数の異常な血液細胞の発生および
血液への侵入を引き起こすがん）、リンパ腫および骨髄腫（免疫系の細胞で始まるがん）
、中枢神経系がん（脳および脊髄の組織において始まるがん）が挙げられる。
【０００６】
　[0006]がん治療のためのいくつかの技術が当業界で知られている。そのような技術には
、化学療法、放射線療法、手術、および移植が含まれる。しかし、これらの技術はそれぞ
れ、望ましくない副作用を伴い、成功率は様々である。実際、２０１２年の米国統計は、
（非黒色腫皮膚がんを含めない）がんの新たな症例が推定１，６３８，９１０例となり、
がんによる死亡が推定５７７，１９０例となることを示している。したがって、がん、お
よび／または細胞増殖と関連する疾患を治療または予防する新たな方法を開発することが
求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　[0007]本発明者らは、ＣＳＡが、既知のがん性細胞系を含めた広範な細胞系に対して抗
増殖活性を有することを発見し、抗増殖および細胞傷害の両方の活性を証明した。そのよ
うな組成物と、そのような方法についての説明書とを含むキットも、本明細書において企
図される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　[0008]本明細書では、患者においてがんを治療し、かつ／または細胞増殖を減少させる
方法であって、治療有効量の少なくとも１種の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ
）または薬学的に許容されるその塩を、それを必要とする患者に投与するステップを含む
方法も開示される。一部の実施形態は、治療を必要とする患者を特定するステップをさら
に含む。
【０００９】
　[0009]本明細書では、患者においてがんの発症を予防する方法であって、治療有効量の
少なくとも１種の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ）または薬学的に許容される
その塩を、前がん性または前悪性の細胞または組織を有する患者に投与するステップを含
む方法も開示される。一部の実施形態は、前がん性または前悪性の細胞または組織を有す
る患者を特定するステップをさらに含む。一部の実施形態では、前がん性の細胞もしくは
組織または前悪性の細胞もしくは組織は、患者の子宮頸部内および／または頸部上に位置
する。一部の実施形態では、前がん性細胞または前悪性細胞は、顕微鏡によって特定され
る子宮内膜細胞である。一部の実施形態では、前がん性細胞または前悪性細胞は、Ｐａｐ
スメアによって特定される。一部の実施形態では、患者は、子宮頸部異形成を有すると特
定される。一部の実施形態では、がんは、子宮頸がんである。
【００１０】
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　[0010]一部の実施形態では、前がん性細胞もしくは組織または前悪性細胞もしくは組織
は、患者の皮膚内および／または皮膚上に位置する。特定の一皮膚位置は、日光に曝され
た皮膚である。一部の実施形態では、患者は、日光性角化症であると特定される。一部の
実施形態では、がんは、皮膚がんである。
【００１１】
　[0011]一部の実施形態では、ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩は、患者に局所投
与される。一部の実施形態では、ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩は、投与用のク
リームとして製剤化される。
【００１２】
　[0012]本明細書では、がんを有する患者をがん治療に感受性にする方法であって、治療
有効量の少なくとも１種の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ）または薬学的に許
容されるその塩を、がんを有する患者に投与するステップを含む方法も開示される。一部
の実施形態では、患者は、がん治療を受けている。他の実施形態では、ＣＳＡは、がん治
療の間または前に投与される。他の実施形態では、ＣＳＡは、２回のがん治療の間に投与
される。一部の実施形態では、患者は、前立腺がんを有する。一部の実施形態では、患者
は、ホルモン抵抗性前立腺がんを有する。一部の実施形態では、患者は、頭頸部（「ＨＮ
Ｃ」）がんを有する。一部の実施形態では、患者は、放射線抵抗性がんを有する。一部の
実施形態では、ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩によって、がんにおけるインター
ロイキンのレベルが低下する。一部の実施形態では、インターロイキンは、インターロイ
キン－６（「ＩＬ－６」）である。一部の実施形態では、ＩＬ－６レベルの低下によって
、治療に対する患者のがんが増加する。一部の実施形態では、治療は、放射線である。他
の実施形態では、治療は、化学療法薬である。
【００１３】
　[0013]一部の実施形態では、がんは、白血病、非小細胞肺がん、結腸がん、ＣＮＳがん
、皮膚がん、卵巣がん、腎がん、前立腺がん、乳がん、または多発性骨髄腫である。一部
の実施形態では、がんは、白血病、非小細胞肺がん、結腸がん、ＣＮＳがん、黒色腫、卵
巣がん、腎がん、前立腺がん、または乳がんである。一部の実施形態では、がんは、消化
管のがん、血液、骨、骨起源のがん、または血液系がんである。
【００１４】
　[0014]他の実施形態では、方法は、ＣＳＡを細胞および／または細胞系、たとえば、Ｃ
ＣＲＦ－ＣＥＭ、ＨＬ－６０（ＴＢ）、Ｋ－５６２、ＭＯＬＴ－４、ＲＰＭＩ－８２２６
、ＳＲ、Ａ５４９／ＡＴＣＣ、ＥＫＶＸ、ＨＯＰ－６２、ＨＯＰ－９２、ＮＣＩ－Ｈ２２
６、ＮＣＩ－Ｈ２３、ＮＣＩ－Ｈ３２２Ｍ、ＮＣＩ－Ｈ４６０、ＮＣＩ－Ｈ５２２、ＣＯ
ＬＯ２０５、ＨＣＣ－２９９８、ＨＣＴ－１１６、ＨＣＴ－１５、ＨＴ２９、ＫＭ１２、
ＳＷ－６２０、ＳＦ－２６８、ＳＦ－２９５、ＳＦ－５３９、ＳＮＢ－１９、ＳＮＢ－７
５、Ｕ２５１、ＬＯＸ　ＩＭＶＩ、ＭＡＬＭＥ－３Ｍ、Ｍ１４、ＳＫ－ＭＥＬ－２、ＳＫ
－ＭＥＬ－２８、ＳＫ－ＭＥＬ－５、ＵＡＣＣ－２５７、ＵＡＣＣ－６２、ＩＧＲＯＶ１
、ＯＶＣＡＲ－３、ＯＶＣＡＲ－４、ＯＶＣＡＲ－５、ＯＶＣＡＲ－８、ＮＣＩ／ＡＤＲ
－ＲＥＳ、ＳＫ－ＯＶ－３、７８６－０、Ａ４９８ｌ、ＡＣＨＮ、ＣＡＫＩ－１、ＲＸＦ
３９３、ＳＮ１２Ｃ、ＴＫ－１０、ＵＯ－３１、ＰＣ－３、ＤＵ－１４５、ＭＣＦ７、Ｎ
ＣＩ－ＡＤＲ－ＲＥＳ、ＭＤＡ－ＭＢ－２３１／ＡＴＣＣ、ＨＳ５７８Ｔ、ＭＤＡ－ＭＢ
－４３５、ＭＤＡ－ＭＢ－４６８、ＢＴ－５４９、またはＴ－４７Ｄと接触させることに
より、細胞および／または細胞系の増殖を減少させる。一実施形態は、患者の細胞をＣＳ
Ａと接触させることも含み、細胞は、前述の細胞系を典型とするタイプのがん細胞である
。
【００１５】
　[0015]一部の実施形態では、ＣＳＡは、式（Ｉ）の化合物または薬学的に許容されるそ
の塩である。
【００１６】
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【化１】

【００１７】
[式中、環Ａ、Ｂ、ＣおよびＤは、独立に、飽和または完全もしくは部分的不飽和であり
、但し、環Ａ、Ｂ、ＣおよびＤの少なくとも２つは飽和であり、
ｍ、ｎ、ｐおよびｑは、独立に０または１であり、
Ｒ１からＲ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６およびＲ１８は、水素、ヒ
ドロキシル、置換または非置換アルキル、置換または非置換ヒドロキシアルキル、置換ま
たは非置換アルキルオキシアルキル、置換または非置換アルキルカルボキシアルキル、置
換または非置換アルキルアミノアルキル、置換または非置換アルキルアミノアルキルアミ
ノ、置換または非置換アルキルアミノアルキルアミノアルキルアミノ、置換または非置換
アミノアルキル、置換または非置換アリール、置換または非置換アリールアミノアルキル
、置換または非置換ハロアルキル、置換または非置換アルケニル、置換または非置換アル
キニル、オキソ、第二のステロイドに結合しているリンカー基、置換または非置換アミノ
アルキルオキシ、置換または非置換アミノアルキルオキシアルキル、置換または非置換ア
ミノアルキルカルボキシ、置換または非置換アミノアルキルアミノカルボニル、置換また
は非置換アミノアルキルカルボキサミド、置換または非置換ジ（アルキル）アミノアルキ
ル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ
）－、置換または非置換アジドアルキルオキシ、置換または非置換シアノアルキルオキシ
、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換グアニジノアルキ
ルオキシ、置換または非置換第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および置換または
非置換グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、Ｑ５は、任意のア
ミノ酸の側鎖（グリシンの側鎖、すなわちＨを含む）であり、Ｐ．Ｇ．は、アミノ保護基
であり、
Ｒ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１７は、独立に、環Ａ、Ｂ、Ｃもし
くはＤの１つが不飽和であるとき、その部位の炭素原子の原子価が満たされるように欠損
しており、またはＲ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３およびＲ１４は、水素、ヒドロキシ
ル、置換または非置換アルキル、置換または非置換ヒドロキシアルキル、置換または非置
換アルキルオキシアルキル、置換または非置換アミノアルキル、置換または非置換アリー
ル、置換または非置換ハロアルキル、置換または非置換アルケニル、置換または非置換ア
ルキニル、オキソ、第二のステロイドに結合しているリンカー基、置換または非置換アミ
ノアルキルオキシ、置換または非置換アミノアルキルカルボキシ、置換または非置換アミ
ノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換ジ（アルキル）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ
－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、アジ
ドアルキルオキシ、シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－
Ｏ－、グアニジノアルキルオキシ、およびグアニジノアルキルカルボキシからなる群から
独立に選択され、Ｑ５は、任意のアミノ酸の側鎖であり、Ｐ．Ｇ．は、アミノ保護基であ
り、但し、Ｒ１～４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１

８の少なくとも２つまたは３つは、置換または非置換アミノアルキル、置換または非置換
アミノアルキルオキシ、置換または非置換アルキルカルボキシアルキル、置換または非置
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換アルキルアミノアルキルアミノ、置換または非置換アルキルアミノアルキルアミノアル
キルアミノ、置換または非置換アミノアルキルカルボキシ、置換または非置換アリールア
ミノアルキル、置換または非置換アミノアルキルオキシアミノアルキルアミノカルボニル
、置換または非置換アミノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換アミノアルキル
カルボキシアミド、第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、置換または非置換ジ（アル
キル）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）
－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、アジドアルキルオキシ、シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－Ｈ
Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換グアニジノアルキルオキシ、およ
び置換または非置換グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択される。]
　[0016]一部の実施形態では、Ｒ１からＲ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ

１６およびＲ１８は、水素、ヒドロキシル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル
、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ヒドロキシアルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ

２２）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）
アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ア
ルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル
アミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル
アミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ、置換また
は非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキル、置換または非置換アリール、置換または非置
換アリールアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ハロ
アルキル、置換または非置換Ｃ２～Ｃ６アルケニル、置換または非置換Ｃ２～Ｃ６アルキ
ニル、オキソ、第二のステロイドに結合しているリンカー基、置換または非置換（Ｃ１～
Ｃ２２）アミノアルキルオキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオキ
シ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルカル
ボキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置換また
は非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルカルボキサミド、置換または非置換ジ（Ｃ１～
Ｃ２２アルキル）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－Ｈ
Ｃ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アジドアルキル
オキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－Ｈ
Ｃ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルオ
キシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、およ
び置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立
に選択され、Ｑ５は、任意のアミノ酸の側鎖（グリシンの側鎖、すなわちＨを含む）であ
り、Ｐ．Ｇ．は、アミノ保護基であり、Ｒ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３、Ｒ１４およ
びＲ１７は、独立に、環Ａ、Ｂ、ＣもしくはＤの１つが不飽和であるとき、その部位の炭
素原子の原子価が満たされるように欠損しており、またはＲ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ

１３およびＲ１４は、水素、ヒドロキシル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル
、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ヒドロキシアルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ

２２）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）
アミノアルキル、置換または非置換アリール、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ハロア
ルキル、置換または非置換（Ｃ２～Ｃ６）アルケニル、置換または非置換（Ｃ２～Ｃ６）
アルキニル、オキソ、第二のステロイドに結合しているリンカー基、置換または非置換（
Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキ
ルカルボキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置
換または非置換ジ（Ｃ１～Ｃ２２アルキル）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ
（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、置換または非置換（Ｃ１

～Ｃ２２）アジドアルキルオキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）シアノアルキルオ
キシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２

２）グアニジノアルキルオキシ、および（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルカルボキシ
からなる群から独立に選択され、Ｑ５は、任意のアミノ酸の側鎖であり、Ｐ．Ｇ．は、ア
ミノ保護基であり、但し、Ｒ１～４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ
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１７およびＲ１８の少なくとも２つまたは３つは、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ア
ミノアルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオキシ、置換または非
置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置
換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ、置換または非置
換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ（Ｃ１～Ｃ２２）
アルキルアミノ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルカルボキシ、置換ま
たは非置換アリールアミノ（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２

）アミノアルキルオキシ（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置換または
非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ

２２）アミノアルキルカルボキシアミド、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）第四級アン
モニウムアルキルカルボキシ、置換または非置換ジ（Ｃ１～Ｃ２２アルキル）アミノアル
キル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（
Ｈ）－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アジドアルキルオキシ、置換または非置換（
Ｃ１～Ｃ２２）シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－
、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルオキシ、および置換または非置
換（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択される。
【００１８】
　[0017]一部の実施形態では、Ｒ１からＲ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ

１６およびＲ１８は、水素、ヒドロキシル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（
Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルオキシ－（Ｃ１～
Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アル
キル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、（Ｃ１～Ｃ１８）アル
キルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置
換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非置換アリール、非置換アリールアミノ－（Ｃ１～
Ｃ１８）アルキル、オキソ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８

）アミノアルキルカルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルアミノカルボニル
、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～Ｃ１８アル
キル）アミノアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルオキシ、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グ
アニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、Ｒ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０

、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１７は、独立に、環Ａ、Ｂ、ＣもしくはＤの１つが不飽和であ
るとき、その部位の炭素原子の原子価が満たされるように欠損しており、またはＲ５、Ｒ

８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３およびＲ１４は、水素、ヒドロキシル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８

）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アル
キルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカルボキシ－
（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）
アルキル、（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置換
（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）
アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非置換アリール、非置換アリ
ールアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、オキソ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキ
ルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアル
キルアミノカルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキサミド、非置換
ジ（Ｃ１～Ｃ１８アルキル）アミノアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキ
ルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置
換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、但し
、Ｒ１～４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８の少な
くとも２つまたは３つは、水素、ヒドロキシル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置
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換（Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルオキシ－（Ｃ

１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）
アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換
（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ

１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルア
ミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非置換アリール、非置換アリールアミノ
－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、オキソ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルアミノ
カルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～
Ｃ１８アルキル）アミノアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルオキシ、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～
Ｃ１８）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択される。
【００１９】
　[0018]一部の実施形態では、ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩は、式（ＩＡ）の
化合物から選択される。
【００２０】
【化２】

【００２１】
　[0019]一部の実施形態では、環Ａ、Ｂ、Ｃ、およびＤは、独立に、飽和である。
【００２２】
　[0020]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２およびＲ１８は、水素、非置換（Ｃ１

～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１

８）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカル
ボキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～
Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル
アミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（
Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非置換アリー
ルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルアミノ
カルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～
Ｃ１８アルキル）アミノアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルオキシ、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～
Ｃ１８）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ

４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ１６および
Ｒ１７は、水素および非置換（Ｃ１～Ｃ６）アルキルからなる群から独立に選択される。
【００２３】
　[0021]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２およびＲ１８は、水素、非置換（Ｃ１

～Ｃ６）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ６）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）
アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルカルボキシ
－（Ｃ１～Ｃ５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ５）ア
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ルキル、（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキルアミノ、非置換（Ｃ

１～Ｃ１６）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキ
ルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アミノアルキル、非置換アリールアミノ－（Ｃ１～Ｃ

５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ５）アミノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）ア
ミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ５）アミノアルキルカ
ルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ５）アミノアルキルアミノカルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ５

）アミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～Ｃ５アルキル）アミノ－（Ｃ１～Ｃ

５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ５）グアニジノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１６

）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～Ｃ１６）グアニジノア
ルキルカルボキシからなる群から独立に選択される。
【００２４】
　[0022]一部の実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ８、Ｒ１０、Ｒ１１、
Ｒ１４、Ｒ１６およびＲ１７は、それぞれ水素であり、Ｒ９およびＲ１３は、それぞれメ
チルである。
【００２５】
　[0023]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２およびＲ１８は、アミノアルキルオキ
シ、アミノアルキルカルボキシ、アルキルアミノアルキル、アルコキシカルボニルアルキ
ル、アルキルカルボニルアルキル、ジ（アルキル）アミノアルキル、アルキルカルボキシ
アルキル、およびヒドロキシアルキルからなる群から独立に選択される。
【００２６】
　[0024]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２は、アミノアルキルオキシおよび
アミノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、Ｒ１８は、アルキルアミノア
ルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アルキルカルボニルオキシアルキル、ジ（アル
キル）アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、アルキオキシカルボニルアルキル、ア
ルキルカルボキシアルキル、およびヒドロキシアルキルからなる群から選択される。
【００２７】
　[0025]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２は同じである。
【００２８】
　[0026]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２は、アミノアルキルオキシである
。一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２は、アミノアルキルカルボキシである。
【００２９】
　[0027]一部の実施形態では、Ｒ１８は、アルキルアミノアルキルである。
【００３０】
　[0028]一部の実施形態では、Ｒ１８は、アルコキシカルボニルアルキルである。
【００３１】
　[0029]一部の実施形態では、Ｒ１８は、ジ（アルキル）アミノアルキルである。
【００３２】
　[0030]一部の実施形態では、Ｒ１８は、アルキルカルボキシアルキルである。
【００３３】
　[0031]一部の実施形態では、Ｒ１８は、ヒドロキシアルキルである。
【００３４】
　[0032]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２、およびＲ１８は、アミノ－Ｃ３－ア
ルキルオキシ、アミノ－Ｃ３－アルキル－カルボキシ、アミノ－Ｃ２－アルキルカルボキ
シ、Ｃ８－アルキルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ８－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－ア
ルキル、Ｃ１０－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ８－アルキル－カルボニ
ル－Ｃ４－アルキル、ジ－（Ｃ５－アルキル）アミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１３－アルキ
ルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ６－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ６－ア
ルキル－カルボキシ－Ｃ４－アルキル、Ｃ１６－アルキルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１

２－アルキルアミノ－Ｃ５－アルキル、およびヒドロキシ（Ｃ５）アルキルからなる群か
ら独立に選択される。
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【００３５】
　[0033]一部の実施形態では、ｍ、ｎ、およびｐは、それぞれ１であり、ｑは０である。
【００３６】
　[0034]一部の実施形態では、ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩は、式（ＩＢ）の
化合物から選択される。
【００３７】
【化３】

【００３８】
　[0035]一部の実施形態では、ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩は、
【００３９】
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【化４－１】

【００４０】
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【化４－２】

【００４１】
からなる群から選択される。
【００４２】
　[0036]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【００４３】

【化５】

【００４４】
である。
【００４５】
　[0037]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【００４６】
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【化６】

【００４７】
である。
【００４８】
　[0038]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【００４９】

【化７】

【００５０】
である。
【００５１】
　[0039]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【００５２】

【化８】

【００５３】
である。
【００５４】
　[0040]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【００５５】
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【化９】

【００５６】
である。
【００５７】
　[0041]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【００５８】

【化１０】

【００５９】
である。
【００６０】
　[0042]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【００６１】

【化１１】

【００６２】
である。
【００６３】
　[0043]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【００６４】
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【化１２】

【００６５】
である。
【００６６】
　[0044]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【００６７】

【化１３】

【００６８】
である。
【００６９】
　[0045]一部の実施形態では、薬学的に許容される塩は、塩酸（ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉ
ｄｅ　ａｃｉｄ）付加塩である。一部の実施形態では、薬学的に許容される塩は、硫酸付
加塩である。一部の実施形態では、薬学的に許容される塩は、スルホン酸付加塩である。
一部の実施形態では、薬学的に許容される塩は、塩酸付加塩、硫酸付加塩、またはスルホ
ン酸付加塩である。一部の実施形態では、薬学的に許容される塩は、硫酸付加塩または１
，５－ナフタレンジスルホン酸付加塩である。一部の実施形態では、薬学的に許容される
塩は、１，５－ナフタレンジスルホン酸付加塩である。一部の実施形態では、薬学的に許
容される塩は、一塩酸塩、二塩酸塩、三塩酸塩、または四塩酸塩である。
【００７０】
　[0046]一部の実施形態では、方法は、非ＣＳＡ化学療法薬を患者に投与するステップを
さらに含む。そのような非ＣＳＡ化学療法薬には、アルキル化剤、アントラサイクリン、
細胞骨格破壊剤（ｃｙｔｏｓｋｅｌｅｔａｌ　ｄｉｓｒｕｐｔｏｒ）、エポチロン、ヒス
トンデアセチラーゼ阻害剤、トポイソメラーゼ阻害剤、キナーゼ阻害剤、モノクローナル
抗体、ヌクレオチド類似体、ペプチド抗生物質、白金系薬剤、レチノイド、およびビンカ
アルカロイドが含まれる。一部の実施形態に含まれる非ＣＳＡ化学療法薬の詳細な例は、
アクチノマイシン、全トランス型レチノイン酸、アザシチジン、アザチオプリン、ブレオ
マイシン、ボルテゾミブ、カンプトテシン、カルボプラチン、カペシタビン、シスプラチ
ン、クロラムブシル、シクロホスファミド、シタラビン、ダウノルビシン、ドセタキセル
、ドキシフルリジン、ドキソルビシン、エピルビシン、エポチロン、エトポシド、フルオ
ロウラシル、ゲムシタビン、ヒドロキシ尿素、イダルビシン、イマチニブ、イリノテカン
、メクロレタミン、メルカプトプリン、メトトレキセート、ミトキサントロン、オキサリ
プラチン、パクリタキセル、ペメトレキセド、テニポシド、チオグアニン、トポテカン、
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バルルビシン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンデシン、およびビノレルビンであ
る。
【００７１】
　[0047]一部の実施形態では、方法は、悪心および／または疼痛を緩和する化合物を投与
するステップをさらに含む。
【００７２】
　[0048]一部の実施形態では、ＣＳＡは、
【００７３】
【化１４】

【００７４】
でない。
【００７５】
　[0049]一部の実施形態は、次の構造：
【００７６】

【化１５】

【００７７】
を有する化合物または薬学的に許容されるその塩を対象とする。
【００７８】
　一部の実施形態では、薬学的に許容される塩は、塩酸付加塩、硫酸付加塩、またはスル
ホン酸付加塩、詳細には、四塩酸塩または１，５－ナフタレンジスルホン酸付加塩である
。
【００７９】
　[0050]一部の実施形態は、患者に相応しい治療を特定するためのコンパニオン診断の使
用を対象とする。一部の実施形態では、ＣＳＡは、患者においてバイオマーカーを測定す
ることにより選択される。バイオマーカーは、細胞傷害性などの、ＣＳＡに対する細胞応
答でよい。一部の実施形態では、患者からのサンプルをコンパニオン診断デバイスにかけ
ることによって、１種または複数の化学療法薬を選択する。
【００８０】
　[0051]一部の実施形態は、アルブミンおよび／または界面活性剤と複合化されたＣＳＡ
を対象とする。他の実施形態は、ＣＳＡとアルブミンとを含む医薬組成物に関する。一部
の実施形態は、ＣＳＡと、アルブミンまたは界面活性剤もしくはｍｉｒａｎｏｌとを含む
医薬組成物を対象とする。
【００８１】
　[0052]一部の実施形態は、多発性骨髄腫を治療する、予防する、または患者をその治療
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に感受性にする方法を対象とする。一部の実施形態では、多発性骨髄腫は、ボルテゾミブ
抵抗性多発性骨髄腫である。一部の実施形態では、多発性骨髄腫は、再発したものである
。一部の実施形態では、多発性骨髄腫は、抗療性である。一部の実施形態は、骨がんを治
療する、予防する、または患者をその治療に感受性にする方法に関する。一部の実施形態
は、骨起源のがんを治療する、予防する、または患者をその治療に感受性にする方法に関
する。一部の実施形態は、血液系がんを治療する、予防する、または患者をその治療に感
受性にする方法に関する。
【００８２】
　[0053]一部の実施形態は、がんおよび感染症を、１種または複数のＣＳＡの投与によっ
て、治療する、予防する、または患者をその治療に感受性にする方法に関する。一部の実
施形態では、感染症は、細菌感染症である。他の実施形態では、感染症は、真菌感染症で
ある。一部の実施形態では、がんは、骨がん、骨起源のがん、血液系がん、または多発性
骨髄腫である。
【００８３】
　[0054]追加の特色および利点については、一部を以下の記述において述べ、一部はその
記述から明らかとなり、または本明細書で開示する実施形態の実践によって知ることがで
きる。本明細書で開示する実施形態の目的および利点は、添付の特許請求の範囲において
特に指摘する要素および組合せによって実現および達成される。前述の概要および以下の
詳細な説明はどちらも、例示および説明のためのものにすぎず、本明細書で開示し、また
は特許請求の範囲に記載する実施形態を限定するものでないことは理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】[0055]多発性骨髄腫細胞系ＲＰＭＩ－８２２６に対するＣＳＡ－１３についての
用量効果研究の結果を３時点および５濃度で示すグラフである。
【図２】[0056]５種の多発性骨髄腫細胞系に対するＬＬ３７、ＣＳＡ－１３、ＣＳＡ－９
０、およびＣＳＡ－１３８についての細胞生存能研究の結果を示すグラフである。
【図３】[0057]多発性骨髄腫細胞系に対するＣＳＡ－１３８についての細胞生存能研究の
結果を３時点および２濃度で示すグラフである。
【図４】[0058]５種の多発性骨髄腫細胞系に対するＬＬ３７、ＣＳＡ－１３、ＣＳＡ－９
０、およびＣＳＡ－１３８についての、手計数によって分析した細胞生存能研究の結果を
示すグラフである。
【図５】[0059]種々のがん細胞系に対するＣＳＡ１３、９０、および１３８の効果につい
ての、４時間のインキュベート後のフローサイトメトリー分析のグラフ表示である。
【図６】[0060]種々のがん細胞系に対するＣＳＡ１３、９０、および１３８の効果につい
ての、８時間のインキュベート後のフローサイトメトリー分析のグラフ表示である。
【図７】[0061]アネキシンＶ／ＰＩ染色を用いたフローサイトメトリーによって分析した
、ＯＰＭ２およびＬ３６３細胞系に対するＣＳＡ－１３およびＣＳＡ－９０の効果のグラ
フ表示である。
【図８】[0062]ＩＭ９細胞系に対するＣＳＡ１３、９０、および１３８についてのアネキ
シンＶ／ＰＩフローの代表的なサンプルを示すグラフである。
【図９】[0063]ＣＤ１３８（＋）多発性骨髄腫細胞系に対するＣＳＡ－１３、ＣＳＡ－９
０、ＣＳＡ－１３８、およびＬＬ３７についての細胞生存能の結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００８５】
　[0064]本明細書で開示する実施形態について、いくつかのより詳細な実施形態に即して
、付属の図面を時折参考にしながら、ここで説明する。しかし、こうした実施形態は、異
なる形態で具体化することもでき、本明細書で述べる実施形態に限定されると解釈すべき
でない。むしろ、こうした実施形態は、この開示が十分かつ完全となり、実施形態の範囲
が当業者に十分に伝わるように提供する。
定義：
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　[0065]別段定義しない限り、本明細書で使用するすべての科学技術用語は、こうした実
施形態が属する業界の技術者に一般に理解されているのと同じ意味を有する。本明細書の
記述において使用する用語法は、特定の実施形態について説明するためのものにすぎず、
実施形態を限定することを意図しない。明細書および添付の特許請求の範囲で使用すると
き、単数形の「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、文脈からそうでないことがはっき
りと示唆されない限り、なお複数形も包含するものとする。本明細書で言及するすべての
刊行物、特許出願、特許、および他の参照文献は、その全体が参照により本明細書に援用
される。
【００８６】
　[0066]本出願において使用する用語および表現、ならびにその変形は、特に添付の特許
請求の範囲において、別段明記しない限り、限定するのとは対照的に、非制限的であると
解釈すべきである。前述のことの一例として、用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」は、
「限定なしで～を含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ，　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎ
）」、「限定はしないが～を含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅ
ｄ　ｔｏ）」などを意味すると解釈すべきであり、本明細書で使用する用語「含む（ｃｏ
ｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「含有する（ｃｏｎｔａｉ
ｎｉｎｇ）」、または「～を特徴とする（ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｄ　ｂｙ）」と同義
であり、非限定的または非制限的であり、追加の列挙していない要素または方法ステップ
を除外せず、用語「有する（ｈａｖｉｎｇ）」は、「少なくとも～を有する（ｈａｖｉｎ
ｇ　ａｔ　ｌｅａｓｔ）」と解釈すべきであり、用語「包含する（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」
は、「限定はしないが～を包含する（ｉｎｃｌｕｄｅｓ　ｂｕｔ　ｉｓ　ｎｏｔ　ｌｉｍ
ｉｔｅｄ　ｔｏ）」と解釈すべきであり、用語「例」は、論述における項目の網羅的また
は限定的なリストでなく、その実例を提供するのに使用し、「好ましくは（ｐｒｅｆｅｒ
ａｂｌｙ）」、「好ましい（ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ）」、「所望の（ｄｅｓｉｒｅｄ）」、
または「望ましい（ｄｅｓｉｒａｂｌｅ）」のような用語、および同様の意味の単語の使
用は、特定の特色が、本発明の構造または機能にとって肝要、不可欠、またはなお重要で
あることを示唆すると理解すべきでなく、それよりも、特定の実施形態において利用して
もしなくてもよい代替または追加の特色を強調することを意図するにすぎないと理解すべ
きである。加えて、用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、表現「少なくとも～を有
する（ｈａｖｉｎｇ　ａｔ　ｌｅａｓｔ）」または「少なくとも～を含む（ｉｎｃｌｕｄ
ｉｎｇ　ａｔ　ｌｅａｓｔ）」と同義に解釈される。工程に関連して使用するとき、用語
「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、列挙したステップを少なくとも含むが、追加のス
テップを含む場合もあることを意味する。化合物、組成物、またはデバイスに関連して使
用するとき、用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、化合物、組成物、またはデバイ
スが、列挙した特色または構成要素を少なくとも含むが、追加の特色または構成要素も含
む場合があることを意味する。同様に、接続詞「および（ａｎｄ）」で結ばれた項目の群
は、これらの項目の１つ残らずが集まりの中に存在する必要があると解釈すべきでなく、
むしろ、別段明記しない限り、「および／または（ａｎｄ／ｏｒ）」として解釈すべきで
ある。同様に、接続詞「または（ｏｒ）」で結ばれた項目の群は、その群の中で相互排他
性が必要になると解釈すべきでなく、むしろ、別段明記しない限り、「および／または（
ａｎｄ／ｏｒ）」として解釈すべきである。
【００８７】
　[0067]１つまたは複数のキラル中心を有する、本明細書に記載のいずれの化合物におい
ても、絶対立体化学を明示しない場合、各中心は、独立に、Ｒ立体配置もしくはＳ立体配
置のものまたはその混合物になる場合があると理解される。したがって、本明細書で提供
する化合物は、鏡像異性体に関して純粋でも、鏡像異性体富化されていても、ラセミ混合
物でも、ジアステレオ異性体に関して純粋でも、ジアステレオ異性体富化されていても、
または立体異性体混合物でもよい。加えて、ＥまたはＺと定めることのできる、幾何異性
体を生じる１つまたは複数の二重結合を有する、本明細書に記載のいずれの化合物におい
ても、各二重結合は、独立に、そのＥまたはＺ混合物になる場合があると理解される。



(23) JP 6294352 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

【００８８】
　[0068]同様に、記載するいずれの化合物にも、すべての互変異性体形態が含まれるもの
とされることも理解される。
【００８９】
　[0069]本明細書で開示する化合物において原子価が満たされていない場合では、原子価
は、水素またはその同位体、たとえば、水素１（プロチウム）および水素２（ジュウテリ
ウム）で満たされることになると理解されたい。
【００９０】
　[0070]本明細書に記載の化合物は、同位体標識される場合があると理解される。ジュウ
テリウムなどの同位体での置換は、たとえば、半減期の延長や投与必要量の減少などの、
代謝安定性がより高いために生じるある一定の治療上の利点をもたらしうる。化合物の構
造において示すような各化学元素は、前記元素の任意の同位体を包含しうる。たとえば、
化合物構造において、水素原子は、明示的に開示されることもあれば、または化合物中に
存在すると理解されることもある。水素原子が存在しうる、化合物のいずれかの位置にお
いて、水素原子は、限定はしないが、水素１（プロチウム）および水素２（ジュウテリウ
ム）を始めとして、水素のいずれの同位体にもなりうる。したがって、本明細書における
化合物への言及は、文脈からそうでないと明らかに規定されない限り、考えられるすべて
の同位体形態を包含する。
【００９１】
　[0071]本明細書に記載の方法および組合せは、結晶形（異なる結晶充填配置の同じ原子
組成の化合物を包含する、多形としても知られる形態）、非晶質相、塩、溶媒和物、およ
び水和物を包含すると理解される。一部の実施形態では、本明細書に記載の化合物は、水
やエタノールなどの薬学的に許容される溶媒と溶媒和した形態で存在する。他の実施形態
では、本明細書に記載の化合物は、溶媒和していない形態で存在する。溶媒和物は、化学
量論量または非化学量論量の溶媒を含有し、水やエタノールなどの薬学的に許容される溶
媒を用いた結晶化の過程の間に生成するものでよい。溶媒が水であるときには水和物が生
成され、または溶媒がアルコールであるときにはアルコール和物が生成される。加えて、
本明細書で提供する化合物は、溶媒和しているだけでなく溶媒和していない形態でも存在
することがある。一般に、本明細書で提供する化合物および方法の目的では、溶媒和した
形態は、溶媒和していない形態と同等であるとみなされる。
【００９２】
　[0072]別段指摘しない限り、明細書および特許請求の範囲において使用する、成分、反
応条件などの量を示すすべての数字は、すべての場合において、用語「約」によって修飾
されると理解されたい。したがって、そうでないと指摘しない限り、明細書および添付の
特許請求の範囲に記載する数値パラメータは、当該実施形態によって取得しようとする所
望の特性に応じて変動しうる近似値である。最低限、また特許請求の範囲への均等論の適
用を制限する試みとしてでなく、各数値パラメータは、有効数字および通常の丸め手法に
照らして解釈すべきである。
【００９３】
　[0073]実施形態の広い範囲を示す数値範囲およびパラメータが近似値であるということ
にもかかわらず、詳細な例で記載する数値は、可能な限り正確に報告する。しかし、いず
れの数値も、そのそれぞれの試験測定値で見出される標準偏差の結果として必然的に生じ
る一定の誤差を本来含んでいる。本明細書および特許請求の範囲のいたるところで示すあ
らゆる数値範囲は、そのようなより広い数値範囲内に含まれるあらゆるより狭い数値範囲
を、そうしたより狭い数値範囲が本明細書にすべて明記されたかのように包含する。値の
範囲を設ける場合では、範囲の上限および下限ならびに上限と下限の間にある各値が、実
施形態内に包含されると理解される。
【００９４】
　[0074]本明細書で使用するとき、限定はしないがＲ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６

、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１
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７、Ｒ１８などの任意の（１つまたは複数の）「Ｒ」基は、表示された原子に結合するこ
とのできる置換基を表す。別段指定しない限り、Ｒ基は、置換されていても、置換されて
いなくてもよい。
【００９５】
　[0075]本明細書で使用する「環」は、ヘテロ環式または炭素環式の場合がある。本明細
書で使用する用語「飽和」とは、環中の各原子が、各原子の原子価が満たされるように水
素化または置換されている環を指す。本明細書で使用する用語「不飽和」とは、環の各原
子の原子価が水素または他の置換基で満たされていなくてもよい環を指す。たとえば、縮
合環中の近接する炭素原子が、互いに二重に結合する場合がある。不飽和は、Ｒ５とＲ９

、Ｒ８とＲ１０、Ｒ１３とＲ１４などの対の少なくとも一方が欠損し、そうした欠損した
位置にある環炭素原子の原子価が二重結合で満たされることも包含しうる。
【００９６】
　[0076]基について「置換」されていると述べるときは必ず、その基が、それぞれが水素
原子に取って代わる、同じでも異なるものでもよい、１、２、３またはそれ以上の指定の
置換基で置換されていてもよい。置換基が示されない場合、示された「置換されている」
基は、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、シクロ
アルキニル、アシルアルキル、アルコキシアルキル、アミノアルキル、アミノ酸、アリー
ル、ヘテロアリール、ヘテロアリシクリル、アラルキル、ヘテロアラルキル、（ヘテロア
リシクリル）アルキル、ヒドロキシ、保護されたヒドロキシル、アルコキシ、アリールオ
キシ、アシル、メルカプト、アルキルチオ、アリールチオ、シアノ、ハロゲン（たとえば
、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ）、チオカルボニル、Ｏ－カルバミル、Ｎ－カルバミル、Ｏ－チオ
カルバミル、Ｎ－チオカルバミル、Ｃ－アミド、Ｎ－アミド、Ｓ－スルホンアミド、Ｎ－
スルホンアミド、Ｃ－カルボキシ、保護されたＣ－カルボキシ、Ｏ－カルボキシ、イソシ
アナト、チオシアナト、イソチオシアナト、ニトロ、オキソ、シリル、スルフェニル、ス
ルフィニル、スルホニル、ハロアルキル、ハロアルコキシ、トリハロメタンスルホニル、
トリハロメタンスルホンアミド、アミノ基、一置換アミノ基、および二置換アミノ基、Ｒ
ａＯ（ＣＨ２）ｍＯ－、Ｒｂ（ＣＨ２）ｎＯ－、ＲｃＣ（Ｏ）Ｏ（ＣＨ２）ｐＯ－、なら
びにこれらの保護された誘導体から個々にかつ独立に選択される１つまたは複数の基で置
換されていてもよいという意味である。置換基は、基に、２つ以上の結合点で結合してい
てもよい。たとえば、アリール基は、２つの結合点においてヘテロアリール基で置換され
て、縮合多環式芳香族環系を形成していてもよい。ビフェニルおよびナフタレンは、第二
のアリール基で置換されているアリール基の２つの例である。
【００９７】
　[0077]本明細書で使用するとき、「ａ」および「ｂ」が整数である「Ｃａ」または「Ｃ

ａ～Ｃｂ」は、アルキル、アルケニル、もしくはアルキニル基中の炭素原子の数、または
シクロアルキル、シクロアルケニル、シクロアルキニル、アリール、ヘテロアリール、も
しくはヘテロアリシクリル基の環中の炭素原子の数を指す。すなわち、アルキル、アルケ
ニル、アルキニル、シクロアルキルの環、シクロアルケニルの環、シクロアルキニルの環
、アリールの環、ヘテロアリールの環、またはヘテロアリシクリルの環は、両端の数字を
含めて「ａ」～「ｂ」個の炭素原子を含む場合がある。したがって、たとえば、「Ｃ１～
Ｃ４アルキル」基は、１～４個の炭素原子を有するすべてのアルキル基、すなわち、ＣＨ

３－、ＣＨ３ＣＨ２－、ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２－、（ＣＨ３）２ＣＨ－、ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ

２ＣＨ２－、ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）－、および（ＣＨ３）３Ｃ－を指す。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、シクロアルキニル、ア
リール、ヘテロアリール、またはヘテロアリシクリル基に関して「ａ」および「ｂ」が示
されない場合、これらの定義において記載する最も広い範囲が想定される。
【００９８】
　[0078]本明細書で使用するとき、「アルキル」とは、完全飽和（二重または三重結合な
し）の炭化水素基を含む直鎖状または分枝状炭化水素鎖を指す。アルキル基は、１～２５
個の炭素原子を有するものでよい（「１～２５」などの数値範囲は、本明細書において出
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現するときは必ず、所与の範囲にある各整数を指し、たとえば、「１～２５個の炭素原子
」とは、アルキル基が、２５個の炭素原子までの、２５個の炭素原子を含めた、１個の炭
素原子、２個の炭素原子、３個の炭素原子などからなる場合があることを意味するが、こ
の定義が、数値範囲が示されない用語「アルキル」の存在も包含する）。アルキル基は、
１～１５個の炭素原子を有する中型の大きさのアルキルでもよい。アルキル基は、１～６
個の炭素原子を有する低級アルキルである可能性もある。化合物のアルキル基は、「Ｃ４

」もしくは「Ｃ１～Ｃ４アルキル」または同様の呼称として示すことができる。単に例と
して、「Ｃ１～Ｃ４アルキル」は、アルキル鎖中に１個～４個の炭素原子が存在する、す
なわち、アルキル鎖が、メチル、エチル、プロピル、ｉｓｏ－プロピル、ｎ－ブチル、ｉ
ｓｏ－ブチル、ｓｅｃ－ブチル、およびｔ－ブチルから選択されることを示す。典型的な
アルキル基として、一切限定はしないが、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブ
チル、イソブチル、第三級ブチル、ペンチル、およびヘキシルが挙げられる。アルキル基
は、置換されていても、置換されていなくてもよい。
【００９９】
　[0079]本明細書で使用するとき、「アルケニル」とは、直鎖状または分枝状炭化水素鎖
中に１つまたは複数の二重結合を含んでいるアルキル基を指す。アルケニル基は、２～２
５個の炭素原子を有するものでよい（「２～２５」などの数値範囲は、本明細書において
出現するときは必ず、所与の範囲にある各整数を指し、たとえば、「２～２５個の炭素原
子」とは、アルケニル基が、２５個の炭素原子までの、２５個の炭素原子を含めた、２個
の炭素原子、３個の炭素原子、４個の炭素原子などからなる場合があることを意味するが
、この定義が、数値範囲が示されない用語「アルケニル」の存在も包含する）。アルケニ
ル基は、２～１５個の炭素原子を有する中型の大きさのアルケニルでもよい。アルケニル
基は、１～６個の炭素原子を有する低級アルケニルである可能性もある。化合物のアルケ
ニル基は、「Ｃ４」もしくは「Ｃ２～Ｃ４アルキル」または同様の呼称として示すことが
できる。アルケニル基は、置換されていなくても、置換されていてもよい。
【０１００】
　[0080]本明細書で使用するとき、「アルキニル」とは、直鎖状または分枝状炭化水素鎖
中に１つまたは複数の三重結合を含んでいるアルキル基を指す。アルキニル基は、２～２
５個の炭素原子を有するものでよい（「２～２５」などの数値範囲は、本明細書において
出現するときは必ず、所与の範囲にある各整数を指し、たとえば、「２～２５個の炭素原
子」とは、アルキニル基が、２５個の炭素原子までの、２５個の炭素原子を含めた、２個
の炭素原子、３個の炭素原子、４個の炭素原子などからなる場合があることを意味するが
、この定義が、数値範囲が示されない用語「アルキニル」の出現も包含する）。アルキニ
ル基は、２～１５個の炭素原子を有する中型の大きさのアルキニルでもよい。アルキニル
基は、２～６個の炭素原子を有する低級アルキニルである可能性もある。化合物のアルキ
ニル基は、「Ｃ４」もしくは「Ｃ２～Ｃ４アルキル」または同様の呼称として示すことが
できる。アルキニル基は、置換されていなくても、置換されていてもよい。
【０１０１】
　[0081]本明細書で使用するとき、「アリール」とは、すべての環の全域にわたって、完
全に非局在化したπ電子系を有する、炭素環式（全部が炭素）の単環式または多環式芳香
族環系（２つの炭素環が化学結合を共有する縮合環系を含む）を指す。アリール基中の炭
素原子の数は、様々となりうる。たとえば、アリール基は、Ｃ６～Ｃ１４アリール基、Ｃ

６～Ｃ１０アリール基、またはＣ６アリール基となる場合がある（とはいえ、数値範囲が
示されないとき、Ｃ６～Ｃ１０アリールの定義が、用語「アリール」の存在を包含する）
。アリール基の例としては、限定はしないが、ベンゼン、ナフタレン、およびアズレンが
挙げられる。アリール基は、置換されていても、置換されていなくてもよい。
【０１０２】
　[0082]本明細書で使用するとき、「アラルキル」および「アリール（アルキル）」とは
、アリール基が、置換基として、低級アルキレン基を介して連結したものを指す。アラル
キル基は、６～２０個の炭素原子を有するものでよい（「６～２０」などの数値範囲は、
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本明細書において出現するときは必ず、所与の範囲にある各整数を指し、たとえば、「６
～２０個の炭素原子」とは、アラルキル基が、２０個の炭素原子までの、２０個の炭素原
子を含めた、６個の炭素原子、７個の炭素原子、８個の炭素原子などからなる場合がある
ことを意味するが、この定義が、数値範囲が示されない用語「アラルキル」の存在も包含
する）。アラルキルの低級アルキレンおよびアリール基は、置換されていても、置換され
ていなくてもよい。例として、限定はしないが、ベンジル、２－フェニルアルキル、３－
フェニルアルキル、およびナフチルアルキルが挙げられる。
【０１０３】
　[0083]「低級アルキレン基」は、その末端炭素原子を介して分子断片を連結する結合を
なす、－ＣＨ２－テザリング基などのＣ１～Ｃ２５直鎖状アルキルテザリング基を指す。
例として、限定はしないが、メチレン（－ＣＨ２－）、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）、
プロピレン（－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－）、およびブチレン（－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２

－）が挙げられる。低級アルキレン基は、低級アルキレン基の１つまたは複数の水素を、
「置換」の定義のもとで列挙した（１つまたは複数の）置換基で置き換えることにより、
置換することができる。
【０１０４】
　[0084]本明細書で使用するとき、「シクロアルキル」とは、完全飽和（二重または三重
結合なし）の単環式または多環式炭化水素環系を指す。２つ以上の環で構成されるとき、
環は、縮合した形で連結し合ったものでもよい。シクロアルキル基は、（１つまたは複数
の）環中に３～１０個の原子または（１つまたは複数の）環中に３～８個の原子を含んで
いる場合がある。シクロアルキル基は、置換されていなくても、置換されていてもよい。
典型的なシクロアルキル基として、一切限定はしないが、シクロプロピル、シクロブチル
、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、およびシクロオクチルが挙げられ
る。
【０１０５】
　[0085]本明細書で使用するとき、「シクロアルケニル」とは、少なくとも１つの環中に
１つまたは複数の二重結合を含んでいる単環式または多環式炭化水素環系を指すが、二重
結合は、２つ以上存在しても、すべての環の全域にわたって、完全に非局在化したπ電子
系をなすことはない（さもなければ、その基は、本明細書で定義するとおりの「アリール
」になることになる）。２つ以上の環で構成されるとき、環は、縮合した形で連結し合っ
たものでもよい。シクロアルケニル基は、置換されていなくても、置換されていてもよい
。
【０１０６】
　[0086]本明細書で使用するとき、「シクロアルキニル」とは、少なくとも１つの環中に
１つまたは複数の三重結合を含んでいる単環式または多環式炭化水素環系を指す。２つ以
上の三重結合が存在しても、三重結合は、すべての環の全域にわたって、完全に非局在化
したπ電子系をなすことはない。２つ以上の環で構成されるとき、環は、縮合した形で連
結し合ったものでもよい。シクロアルキニル基は、置換されていなくても、置換されてい
てもよい。
【０１０７】
　[0087]本明細書で使用するとき、「アルコキシ」または「アルキルオキシ」とは、式－
ＯＲ［式中、Ｒは、上で定義したとおりのアルキル、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、またはシクロアルキニルである］を指す。アルコキシの非限
定的なリストは、メトキシ、エトキシ、ｎ－プロポキシ、１－メチルエトキシ（イソプロ
ポキシ）、ｎ－ブトキシ、ｉｓｏ－ブトキシ、ｓｅｃ－ブトキシ、およびｔｅｒｔ－ブト
キシである。アルコキシは、置換されていても、置換されていなくてもよい。
【０１０８】
　[0088]本明細書で使用するとき、「アシル」とは、水素、アルキル、アルケニル、アル
キニル、アリール、またはヘテロアリールが、置換基として、カルボニル基を介して連結
したものを指す。例として、ホルミル、アセチル、プロパノイル、ベンゾイル、およびア
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【０１０９】
　[0089]本明細書で使用するとき、「アルコキシアルキル」または「アルキルオキシアル
キル」とは、アルコキシ基が、置換基として、低級アルキレン基を介して連結したもので
ある。例としては、アルキル－Ｏ－アルキル－およびアルコキシ－アルキル－が挙げられ
、用語アルキルおよびアルコキシは、本明細書で定義するとおりである。
【０１１０】
　[0090]本明細書で使用するとき、「ヒドロキシアルキル」とは、水素原子の１つまたは
複数が、ヒドロキシ基で置き換えられているアルキル基を指す。例となるヒドロキシアル
キル基として、限定はしないが、２－ヒドロキシエチル、３－ヒドロキシプロピル、２－
ヒドロキシプロピル、および２，２－ジヒドロキシエチルが挙げられる。ヒドロキシアル
キルは、置換されていても、置換されていなくてもよい。
【０１１１】
　[0091]本明細書で使用するとき、「ハロアルキル」とは、水素原子の１つまたは複数が
、ハロゲンで置き換えられているアルキル基（たとえば、モノハロアルキル、ジハロアル
キル、およびトリハロアルキル）を指す。このような基として、限定はしないが、クロロ
メチル、フルオロメチル、ジフルオロメチル、トリフルオロメチル、１－クロロ－２－フ
ルオロメチル、２－フルオロイソブチルが挙げられる。ハロアルキルは、置換されていて
も、置換されていなくてもよい。
【０１１２】
　[0092]本明細書で使用する用語「アミノ」とは、－ＮＨ２基を指す。
【０１１３】
　[0093]本明細書で使用するとき、用語「ヒドロキシ」とは、－ＯＨ基を指す。
【０１１４】
　[0094]「シアノ」基とは、「－ＣＮ」基を指す。
【０１１５】
　[0095]「カルボニル」または「オキソ」基とは、Ｃ＝Ｏ基を指す。
【０１１６】
　[0096]本明細書で使用する用語「アジド」とは、－Ｎ３基を指す。
【０１１７】
　[0097]本明細書で使用するとき、「アミノアルキル」とは、アミノ基が、置換基として
、低級アルキレン基を介して連結したものを指す。例としては、Ｈ２Ｎ－アルキル－が挙
げられ、用語アルキルは、本明細書で定義するとおりである。
【０１１８】
　[0098]本明細書で使用するとき、「アルキルカルボキシアルキル」とは、アルキル基が
置換基としてカルボキシ基に連結したものが、置換基としてアルキル基に連結したものを
指す。例としては、アルキル－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－アルキル－およびアルキル－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ
）－アルキル－が挙げられ、用語アルキルは、本明細書で定義するとおりである。
【０１１９】
　[0099]本明細書で使用するとき、「アルキルアミノアルキル」とは、アルキル基が置換
基としてアミノ基に連結したものが、置換基としてアルキル基に連結したものを指す。例
としては、アルキル－ＮＨ－アルキル－が挙げられ、用語アルキルは、本明細書で定義す
るとおりである。
【０１２０】
　[0100]本明細書で使用するとき、「ジアルキルアミノアルキル」または「ジ（アルキル
）アミノアルキル」とは、２つのアルキル基が、それぞれ置換基としてアミノ基に連結し
たものが、置換基としてアルキル基に連結したものを指す。例としては、
【０１２１】
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【化１６】

【０１２２】
が挙げられ、用語アルキルは、本明細書で定義するとおりである。
【０１２３】
　[0101]本明細書で使用するとき、「アルキルアミノアルキルアミノ」とは、アルキル基
が置換基としてアミノ基に連結したものが、置換基としてアルキル基に連結し、それが置
換基としてアミノ基に連結したものを指す。例としては、アルキル－ＮＨ－アルキル－Ｎ
Ｈ－が挙げられ、用語アルキルは、本明細書で定義するとおりである。
【０１２４】
　[0102]本明細書で使用するとき、「アルキルアミノアルキルアミノアルキルアミノ」と
は、アルキル基が置換基としてアミノ基に連結したものが、置換基としてアルキル基に連
結し、それが置換基としてアミノ基に連結したものが置換基としてアルキル基に連結した
ものを指す。例としては、アルキル－ＮＨ－アルキル－ＮＨ－アルキル－が挙げられ、用
語アルキルは、本明細書で定義するとおりである。
【０１２５】
　[0103]本明細書で使用するとき、「アリールアミノアルキル」とは、アリール基が置換
基としてアミノ基に連結したものが、置換基としてアルキル基に連結したものを指す。例
としては、アリール－ＮＨ－アルキル－が挙げられ、用語アリールおよびアルキルは、本
明細書で定義するとおりである。
【０１２６】
　[0104]本明細書で使用するとき、「アミノアルキルオキシ」とは、アミノ基が置換基と
してアルキルオキシ基に連結したものを指す。例としては、Ｈ２Ｎ－アルキル－Ｏ－およ
びＨ２Ｎ－アルコキシ－が挙げられ、用語アルキルおよびアルコキシは、本明細書で定義
するとおりである。
【０１２７】
　[0105]本明細書で使用するとき、「アミノアルキルオキシアルキル」とは、アミノ基が
置換基としてアルキルオキシ基に連結したものが、置換基としてアルキル基に連結したも
のを指す。例としては、Ｈ２Ｎ－アルキル－Ｏ－アルキル－およびＨ２Ｎ－アルコキシ－
アルキル－が挙げられ、用語アルキルおよびアルコキシは、本明細書で定義するとおりで
ある。
【０１２８】
　[0106]本明細書で使用するとき、「アミノアルキルカルボキシ」とは、アミノ基が置換
基としてアルキル基に連結したものが、置換基としてカルボキシ基に連結したものを指す
。例としては、Ｈ２Ｎ－アルキル－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－およびＨ２Ｎ－アルキル－Ｏ－Ｃ（＝
Ｏ）－が挙げられ、用語アルキルは、本明細書で定義するとおりである。
【０１２９】
　[0107]本明細書で使用するとき、「アミノアルキルアミノカルボニル」とは、アミノ基
が置換基としてアルキル基に連結したものが、置換基としてアミノ基に連結し、それが置
換基としてカルボニル基に連結したものを指す。例としては、Ｈ２Ｎ－アルキル－ＮＨ－
Ｃ（＝Ｏ）－が挙げられ、用語アルキルは、本明細書で定義するとおりである。
【０１３０】
　[0108]本明細書で使用するとき、「アミノアルキルカルボキサミド」とは、アミノ基が
置換基としてアルキル基に連結したものが、置換基としてカルボニル基に連結し、それが
置換基としてアミノ基に連結したものを指す。例としては、Ｈ２Ｎ－アルキル－Ｃ（＝Ｏ
）－ＮＨ－が挙げられ、用語アルキルは、本明細書で定義するとおりである。
【０１３１】
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　[0109]本明細書で使用するとき、「アジドアルキルオキシ」とは、アジド基が置換基と
してアルキルオキシ基に連結したものを指す。例としては、Ｎ３－アルキル－Ｏ－および
Ｎ３－アルコキシ－が挙げられ、用語アルキルおよびアルコキシは、本明細書で定義する
とおりである。
【０１３２】
　[0110]本明細書で使用するとき、「シアノアルキルオキシ」とは、シアノ基が置換基と
してアルキルオキシ基に連結したものを指す。例としては、ＮＣ－アルキル－Ｏ－および
ＮＣ－アルコキシ－が挙げられ、用語アルキルおよびアルコキシは、本明細書で定義する
とおりである。
【０１３３】
　[0111]本明細書で使用するとき、「グアニジノアルキルオキシ」とは、グアニジニル基
が置換基としてアルキルオキシ基に連結したものを指す。例としては、
【０１３４】
【化１７】

【０１３５】
が挙げられ、用語アルキルおよびアルコキシは、本明細書で定義するとおりである。
【０１３６】
　[0112]本明細書で使用するとき、「グアニジノアルキルカルボキシ」とは、グアニジニ
ル基が置換基としてアルキル基に連結したものが、置換基としてカルボキシ基に連結した
ものを指す。例としては、
【０１３７】
【化１８】

【０１３８】
が挙げられ、用語アルキルは、本明細書で定義するとおりである。
【０１３９】
　[0113]本明細書で使用するとき、「第四級アンモニウムアルキルカルボキシ」とは、四
級化されたアミノ基が置換基としてアルキル基に連結したものが、置換基としてカルボキ
シ基に連結したものを指す。例としては、
【０１４０】
【化１９】

【０１４１】
が挙げられ、用語アルキルは、本明細書で定義するとおりである。
【０１４２】
　[0114]本明細書で使用する用語「ハロゲン原子」または「ハロゲン」とは、フッ素、塩
素、臭素、ヨウ素などの、元素の周期表の７列の放射安定元素のいずれか１つを意味する
。
【０１４３】
　[0115]置換基の数を指定しない場合では（たとえば、ハロアルキル）、１つまたは複数
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の置換基が存在しうる。たとえば、「ハロアルキル」は、同じまたは異なるハロゲンの１
つまたは複数を包含しうる。
【０１４４】
　[0116]本明細書で使用するとき、用語「アミノ酸」とは、限定はしないが、α－アミノ
酸、β－アミノ酸ｓ、γ－アミノ酸、およびδ－アミノ酸を含めて、任意のアミノ酸（標
準および非標準両方のアミノ酸）を指す。適切なアミノ酸の例として、限定はしないが、
アラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン、グルタミン酸、グルタミン、グ
リシン、プロリン、セリン、チロシン、アルギニン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシ
ン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、およびバリ
ンが挙げられる。適切なアミノ酸の追加の例としては、限定はしないが、オルニチン、ハ
イプシン、２－アミノイソ酪酸、デヒドロアラニン、γ－アミノ酪酸、シトルリン、β－
アラニン、α－エチル－グリシン、α－プロピル－グリシン、およびノルロイシンが挙げ
られる。
【０１４５】
　[0117]リンカー基は、一方のステロイドを別のステロイドと結び付けるのに使用される
二価の部分である。一部の実施形態では、リンカー基を使用して、第一のＣＳＡを第二の
ＣＳＡ（同じでも異なるものでもよい）と結び付ける。リンカー基の一例は、（Ｃ１～Ｃ

１０）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１０）アルキルである。
【０１４６】
　[0118]本明細書で使用する用語「Ｐ．Ｇ．」または「保護基」とは、分子中のすでにあ
る基が望ましくない化学反応を受けないようにするために、分子に付加される任意の原子
または原子の群を指す。保護基部分の例は、Ｔ．Ｗ．ＧｒｅｅｎｅおよびＰ．Ｇ．Ｍ．Ｗ
ｕｔｓ、Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓ
ｉｓ、第３版、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ、１９９９、ならびにＪ．Ｆ．Ｗ．Ｍｃ
Ｏｍｉｅ、Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓ
ｔｒｙ　Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ、１９７３に記載されており、これら両方を、適切な
保護基を開示する限られた目的で、参照により本明細書に援用する。保護基部分は、ある
一定の反応条件に対して安定となり、当業界で知られている方法を使用して好都合な段階
で容易に除去されるように選択したものでよい。保護基の非限定的なリストには、ベンジ
ル、置換ベンジル、アルキルカルボニルおよびアルコキシカルボニル（たとえば、ｔ－ブ
トキシカルボニル（ＢＯＣ）、アセチル、またはイソブチリル）、アリールアルキルカル
ボニルおよびアリールアルコキシカルボニル（たとえば、ベンジルオキシカルボニル）、
置換メチルエーテル（たとえば、メトキシメチルエーテル）、置換エチルエーテル、置換
ベンジルエーテル、テトラヒドロピラニルエーテル、シリル（たとえば、トリメチルシリ
ル、トリエチルシリル、トリイソプロピルシリル、ｔ－ブチルジメチルシリル、トリ－ｉ
ｓｏ－プロピルシリルオキシメチル、［２－（トリメチルシリル）エトキシ］メチル、ま
たはｔ－ブチルジフェニルシリル）、エステル（たとえば、安息香酸エステル）、カーボ
ネート（たとえば、メトキシメチルカーボネート）、スルホネート（たとえば、トシレー
トまたはメシレート）、非環式ケタール（たとえば、ジメチルアセタール）、環式ケター
ル（たとえば、１，３－ジオキサン、１，３－ジオキソラン、および本明細書に記載のも
の）、非環式アセタール、環式アセタール（たとえば、本明細書に記載のもの）、非環式
ヘミアセタール、環式ヘミアセタール、環式ジチオケタール（たとえば、１，３－ジチア
ンまたは１，３－ジチオラン）、オルトエステル（たとえば、本明細書に記載のもの）、
ならびにトリアリールメチル基（たとえば、トリチル、モノメトキシトリチル（ＭＭＴｒ
）、４，４’－ジメトキシトリチル（ＤＭＴｒ）、４，４’，４”－トリメトキシトリチ
ル（ＴＭＴｒ）、および本明細書に記載のもの）が含まれる。アミノ保護基は、当業者に
知られている。一般に、保護基の種は、化合物の他の位置における後続のいかなる（１つ
または複数の）反応の条件に対しても安定であり、分子の残部に不都合な影響を及ぼすこ
となく、適切な時点で除去することができるのであれば、肝要ではない。加えて、保護基
は、合成による実質的な変換が完了した後、別のものに置換してもよい。化合物が、本明
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細書で開示する化合物と、開示する化合物の１つまたは複数の保護基が異なる保護基で置
換されている点だけにおいて異なっている場合、その化合物は、明らかに開示の範囲内で
ある。
化合物：
　[0119]この開示に従って有用である化合物は、本明細書において包括的かつ詳細に記載
しており、また参照により本明細書に援用される米国特許第６，３５０，７３８号、第６
，４８６，１４８号、第６，７６７，９０４号、第７，５９８，２３４号、および第７，
７５４，７０５号、米国特許出願第６１／７８６３０１号、第１３／２８８８９２号、第
６１／６４２４３１号、第１３／５５４９３０号、第６１／５７２７１４号、第１３／５
９４６０８号、第６１／５７６９０３号、第１３／５９４６１２号、第１３／２８８９０
２号、第６１／６０５６３９号、第１３／７８３１３１号、第６１／６０５６４２号、第
１３／７８３００７号、第６１／１３２３６１号、第１３／００００１０号、第６１／５
３４１８５号、第１３／６１５２４４号、第６１／５３４１９４号、第１３／６１５３２
４号、第６１５３４２０５号、第６１／６３７４０２号、第１３／８４１５４９号、第６
１／７１５２７７号、第ＰＣＴ／ＵＳ１３／３７６１５号、第６１／７４９８００号、第
６１／７９４７２１号、および第６１／８１４８１６号に記載されている。追加の化合物
については、本明細書で論述する方法に関連して、広くかつ詳細に述べる。当業者なら、
本明細書で示す一般式の範囲内の化合物を認識し、本明細書で引用する参照文献および実
施例を考慮して、その調製を理解するところとなる。
方法および使用：
　[0120]セラゲニン（またはＣＳＡ）は、中心ステロール環を有する、陽イオン性の表面
的に両親媒性の（ｆａｃｉａｌ　ａｍｐｈｉｐｈｉｌｉｃ）分子である。非ペプチド抗微
生物薬として作用することの多い、この新規な化合物クラスは、膜の陰イオン性成分を優
先的にターゲットとし、抗微生物ペプチドの性質を模倣すると考えられているが、抗微生
物ペプチドは、抗微生物、抗ウイルス、抗真菌、および免疫調節活性を有する、ヒト先天
免疫系の重要な構成要素である。本明細書では、セラゲニンが有益な抗腫瘍発生（ａｎｔ
ｉ－ｔｕｍｏｒｇｅｎｉｃ）活性を有するという注目すべき発見について記載する。
【０１４７】
　[0121]本明細書では、治療を必要とする患者を場合により特定するステップと、治療有
効量の少なくとも１種の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ）または薬学的に許容
されるその塩を投与するステップとを含む、がんの治療方法を記載する。一部の実施形態
では、がんは、白血病である。一部の実施形態では、がんは、非小細胞肺がんである。一
部の実施形態では、がんは、結腸がんである。一部の実施形態では、がんは、ＣＮＳがん
である。一部の実施形態では、がんは、皮膚がんである。一部の実施形態では、がんは、
卵巣がんである。一部の実施形態では、がんは、腎がんである。一部の実施形態では、が
んは、前立腺がんである。一部の実施形態では、がんは、乳がんである。一部の実施形態
では、がんは、多発性骨髄腫である。一部の実施形態では、がんは、消化管のがんである
。一部の実施形態では、がんは、血液のがんである。一部の実施形態では、がんは、骨が
んである。一部の実施形態では、がんは、骨起源のがんである。一部の実施形態では、が
んは、血液系がんである。一部の実施形態では、がんは、子宮頸がんである。一部の実施
形態は、前述のがんのいずれか１つまたは複数の治療を対象とする。一部の実施形態は、
前述のがんのいずれか１つまたは複数の予防を対象とする。
【０１４８】
　本明細書では、細胞増殖を減少させる方法であって、陽イオン性ステロイド抗微生物薬
（ＣＳＡ）を、ＣＣＲＦ－ＣＥＭ、ＨＬ－６０（ＴＢ）、Ｋ－５６２、ＭＯＬＴ－４、Ｒ
ＰＭＩ－８２２６、ＳＲ、Ａ５４９／ＡＴＣＣ、ＥＫＶＸ、ＨＯＰ－６２、ＨＯＰ－９２
、ＮＣＩ－Ｈ２２６、ＮＣＩ－Ｈ２３、ＮＣＩ－Ｈ３２２Ｍ、ＮＣＩ－Ｈ４６０、ＮＣＩ
－Ｈ５２２、ＣＯＬＯ２０５、ＨＣＣ－２９９８、ＨＣＴ－１１６、ＨＣＴ－１５、ＨＴ
２９、ＫＭ１２、ＳＷ－６２０、ＳＦ－２６８、ＳＦ－２９５、ＳＦ－５３９、ＳＮＢ－
１９、ＳＮＢ－７５、Ｕ２５１、ＬＯＸ　ＩＭＶＩ、ＭＡＬＭＥ－３Ｍ、Ｍ１４、ＳＫ－
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ＭＥＬ－２、ＳＫ－ＭＥＬ－２８、ＳＫ－ＭＥＬ－５、ＵＡＣＣ－２５７、ＵＡＣＣ－６
２、ＩＧＲＯＶ１、ＯＶＣＡＲ－３、ＯＶＣＡＲ－４、ＯＶＣＡＲ－５、ＯＶＣＡＲ－８
、ＮＣＩ／ＡＤＲ－ＲＥＳ、ＳＫ－ＯＶ－３、７８６－０、Ａ４９８ｌ、ＡＣＨＮ、ＣＡ
ＫＩ－１、ＲＸＦ３９３、ＳＮ１２Ｃ、ＴＫ－１０、ＵＯ－３１、ＰＣ－３、ＤＵ－１４
５、ＭＣＦ７、ＮＣＩ－ＡＤＲ－ＲＥＳ、ＭＤＡ－ＭＢ－２３１／ＡＴＣＣ、ＨＳ５７８
Ｔ、ＭＤＡ－ＭＢ－４３５、ＭＤＡ－ＭＢ－４６８、ＢＴ－５４９、およびＴ－４７Ｄか
らなる群から選択される細胞と接触させるステップを含む方法も記載する。また、前述の
細胞系の１つを典型または特徴とするタイプのがんを有するがん患者を、患者に有効抗が
ん量のＣＳＡを投与することによって治療することも企図する。
【０１４９】
　[0122]また、患者においてがんの発症を予防する方法であって、前がん性または前悪性
の細胞または組織を有する患者に、治療有効量の少なくとも１種の陽イオン性ステロイド
抗微生物薬（ＣＳＡ）または薬学的に許容されるその塩を投与するステップを含む方法も
記載する。前がん性または前悪性の細胞または組織は、医師および有資格の助手の手で、
患者または患者からのサンプルを分析することにより容易に特定される。さらに、前がん
性および前悪性の細胞型は、当業界で広く認識されており、限定はしないが、がんのリス
クが有意に増大している状態を包含する。多くの例において、治療せずにいれば、こうし
た状態が、がんにつながる。こうした状態は、その正常な対応物と比べて変化した形態を
示す、前悪性の病変および細胞を含む。したがって、前がん性および前悪性の細胞は、視
覚による検査によって特定することができる。各状態の例としては、日光性角化症、バレ
ット食道、萎縮性胃炎、および子宮頸部異形成が挙げられる。さらに、皮膚がんは、前が
ん性の細胞または病変として始まることが多い。
【０１５０】
　[0123]一部の実施形態は、前がん性または前悪性の細胞または組織を有する患者を特定
するステップをさらに含む。一部の実施形態では、前がん性の細胞もしくは組織または前
悪性の細胞もしくは組織は、患者の子宮頸部、皮膚、食道、および／または消化管の中お
よび／または上に位置する。一部の実施形態では、前がん性細胞または前悪性細胞は、顕
微鏡によって特定される、内皮細胞である。一部の実施形態では、前がん性細胞または前
悪性細胞は、Ｐａｐスメアによって特定される。Ｐａｐスメアまたはパパニコロー試験は
、女性生殖器系の子宮頸管における前がん性およびがん性の経過の検出に使用される、子
宮頸部スクリーニングの一般的な方法である。一部の実施形態では、患者は、子宮頸部異
形成を有すると特定される。一部の実施形態では、がんは、子宮頸がんである。子宮頸が
んは、性感染するヒトパピローマウイルスにも引き起こされる。したがって、一部の実施
形態は、ＨＰＶを保有している患者またはＨＰＶを保有するリスクのある者へのＣＳＡの
投与を対象とする。ＨＰＶ　ＤＮＡ試験も、前がん性またはがん性の状態のリスクのある
患者、およびＣＳＡの投与の恩恵を受けることになる者を特定する方法として役立つ場合
がある。
【０１５１】
　[0124]一部の実施形態では、前がん性の細胞もしくは組織または前悪性の細胞もしくは
組織は、患者の皮膚中および／または皮膚上に位置する。特定の一皮膚位置は、日光に曝
された皮膚である。一部の実施形態では、患者は、日光性角化症を有すると特定されるが
、日光性角化症は、色白の人々、特に日光に頻繁に曝されるこうした人々においてより一
般的である。したがって、皮膚色素沈着および相対的日光暴露は、ＣＳＡ投与の恩恵を受
けるかもしれない患者を割り出す方法として使用することができる（すなわち、より色白
の患者、および日光暴露が増える仕事または生活様式を有するこうした患者は、ＣＳＡの
投与から、または前がん性状態になる前の予防的な投与からでさえ、恩恵を受けることが
ある）。さらに、日光性角化症は、治療せずにいると、扁平上皮癌への進行の機会が増す
。一部の実施形態では、患者は、皮膚がんを有する。一部の実施形態では、皮膚がんは、
扁平上皮癌である。日光性角化症は、容易に特定可能である。日光性角化症部位は、一般
に、大きさが２～６ミリメートルの間の範囲であり、濃いもしくは薄い黄褐色、ピンク色
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、赤色、これらすべての組合せであるか、または周囲の皮膚と同じ色素を有する場合があ
る。病変は、顔、耳、首、頭皮、胸部、手の甲、前腕、唇などの、日光に曝されたいかな
る範囲にも出現することがある。一部の例では、生検が必要となる場合もある。
【０１５２】
　[0125]本明細書では、がんを有する患者を、がん治療に感受性にする方法であって、が
んを有する患者に、治療有効量の少なくとも１種の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（Ｃ
ＳＡ）または薬学的に許容されるその塩を投与するステップを含む方法も記載する。多く
のがん患者が、このような感作方法の恩恵を受けることになるが、というのは、特に、い
くつかのがんタイプは、抗がん投薬計画に抗療性および／または抵抗性になることが知ら
れているためである。これにはしばしば、治療の攻撃性を増すことが必要となり、残念な
ことに、治療の不快な副作用も増加する。あるいは、このために、抵抗性を克服する試み
において投薬計画が切り替えられる場合もある。前立腺がんおよび頭頸部がんは、一次が
ん治療に抵抗性になることが知られている２種のがんである。さらに、ある特定のがん治
療に対する抵抗性の増大は、がん細胞中のインターロイキン、特にＩＬ－６の相対レベル
と関連付けられる。ＩＬ－６の相対レベルを求める方法は、以下の実験においてさらに述
べる。意外にも、本発明者らは、ＣＳＡが、細胞中のＩＬ－６のレベルを低減および／ま
たは下向き調節しうることを発見した。したがって、またＩＬ－６と抗がん療法に対する
抵抗性との関係を考えると、がんを有し、治療を受けている患者にＣＳＡを投与すること
は、治療に対するがんの感受性を増大させ、治療の成功の見込みを増大させる新規な方法
となる。一部の実施形態では、ＣＳＡは、がん治療の間または前に投与される。他の実施
形態では、ＣＳＡは、２回のがん治療の間に投与される。一部の実施形態では、患者は、
前立腺がんを有する。一部の実施形態では、患者は、ホルモン抵抗性前立腺がんを有する
。一部の実施形態では、患者は、頭頸部（「ＨＮＣ」）がんを有する。一部の実施形態で
は、患者は、放射線抵抗性がんを有する。一部の実施形態では、ＣＳＡまたは薬学的に許
容されるその塩によって、がんにおけるインターロイキンのレベルが低減される。一部の
実施形態では、インターロイキンは、インターロイキン６（「ＩＬ－６」）である。一部
の実施形態では、ＩＬ－６レベルの低下によって、治療に対する患者のがんが増加する。
一部の実施形態では、治療は、放射線である。他の実施形態では、治療は、化学療法薬で
ある。一部の実施形態では、がん治療に対する感受性は、ＩＬ－６レベルの低下に関連し
た量だけ増大する。他の実施形態では、感受性は、５％、１０％、１５％、２０％、２５
％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５
５、８０％、８５％、９０％、９５％、９９％、９９．９％、９９．９９％、またはおよ
そ前述の数のいずれか、または前述の数のいずれか２つを境界とする範囲だけ増大する。
【０１５３】
　[0126]一部の実施形態では、がんは、白血病もしくは血液のがん、非小細胞肺がん、結
腸がんもしくは消化管のがん、ＣＮＳがん、皮膚がん、卵巣がん、腎がん、前立腺がん、
乳がん、骨がん、骨起源のがん、血液系がん、または多発性骨髄腫である。他の実施形態
では、皮膚がんは、黒色腫である。一部の実施形態では、がんは、口腔がんである。口腔
がんを治療する、その発生を予防する、または感受性にするとき、ＣＳＡは、場合により
、マウスウォッシュまたはマウスリンス製剤として投与される。マウスウォッシュまたは
マウスリンスの調製に適する製剤について、本明細書においてより詳細に述べる。
【０１５４】
　[0127]本明細書では、特定のタイプのがんについて患者を治療する、予防する、または
治療に感受性にする方法も記載する。一部の実施形態では、特定のタイプのがんは、多発
性骨髄腫である。多発性骨髄腫は、血漿細胞の血液系腫瘍であり、２番目に一般的な血液
系腫瘍である。本明細書に記載の一部の実施形態は、１種または複数のＣＳＡの投与によ
って、血液系腫瘍について患者を治療する、予防する、および／または治療に感受性にす
る方法を対象とする。一部の実施形態は、１種または複数のＣＳＡの投与によって、多発
性骨髄腫について患者を治療する、予防する、および／または治療に感受性にすることを
特に対象とする。
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【０１５５】
　[0128]多発性骨髄腫において、臨床症状発現は、モノクローナル免疫グロブリンをしば
しば過度に産生する、骨髄中の悪性血漿細胞が進行性に蓄積されるのに続いて起こること
が多い。多発性骨髄腫の典型的な徴候および症状としては、高カルシウム血症、貧血、腎
機能不全、溶解性骨疾患、過粘稠度および再発性感染症が挙げられる。一部の実施形態で
は、多発性骨髄腫の１つまたは複数の徴候または症状を治療するために、１種または複数
のＣＳＡを投与する。多発性骨髄腫は、疾患それ自体によって、また、治療の伝統的な主
軸をなしている免疫抑制療法（たとえば、細胞傷害性化学療法およびコルチコステロイド
）の結果としてもたらされる、顕著な免疫調節不全とも関連付けられる。感染症は、多発
性骨髄腫を有する患者における死亡の主因である。一部の実施形態では、多発性骨髄腫を
治療し、またはその拡散を予防するために、１種または複数のＣＳＡを投与する。一部の
実施形態では、ＣＳＡの投与によって、疾患の転移拡散のリスクが低減される。一部の実
施形態では、ＣＳＡの投与によって、がん患者における疾患の転移性拡散が低減される。
一部の実施形態では、ＣＳＡの投与によって、がん患者における感染のリスクが低減され
る。一部の実施形態では、ＣＳＡの投与によって、がん患者における感染症が治療される
。一部の実施形態では、１種または複数のＣＳＡを、多発性骨髄腫の治療の補助的療法と
して投与する。
【０１５６】
　[0129]一部の実施形態は、多発性骨髄腫を有する患者を、免疫抑制療法で治療する必要
を減らす、またはなくすことを対象とする。免疫抑制療法（たとえば、細胞傷害性化学療
法、およびデキサメタゾンや他のコルチコステロイドなどのコルチコステロイド）は、多
発性骨髄腫において、事実上ありとあらゆる活性治療薬併用の主軸をなしてきた。しかし
、デキサメタゾンは、単剤抗多発性骨髄腫活性を軽度に有するだけであり、速やかに抵抗
性が現れるのが一般的である。その上、コルチコステロイド投与によって、すでに脆弱な
患者集団では、免疫抑制、ならびに感染、白内障、高血圧、グルコース不耐性、および骨
粗鬆症のリスクを始めとする、実質的な毒性および副作用が促進される。さらに、コルチ
コステロイドは、（標準の臨床業務により）組み合わせて与えると、免疫調節薬（ＩＭＩ
Ｄ）の好都合な免疫調節特性を打ち消すこともある。したがって、ＣＳＡをＩＭＩＤ（す
なわち、レナリドミドまたはポマリドミド）を組み合わせることは、多発性骨髄腫治療の
ための魅力的な実施形態となる。
【０１５７】
　[0130]自家幹細胞移植（ａＳＣＴ）を伴う高用量化学療法（ＨＤＣ）は、依然として、
多発性骨髄腫の適格患者のための標準治療である。この手法は、多発性骨髄腫の患者の無
進行生存、およびことによると全生存を向上させることが示されているが、しかし、ａＳ
ＣＴは、治癒的でない。ＨＤＣが投与されると、少なくとも４０％という熱性好中球減少
症の発生率を伴った顕著な骨髄抑制の期間が誘発される。感染症は、ａＳＣＴを受けてい
る多発性骨髄腫の患者における死亡の主因である。ａＳＣＴ後の免疫抑制の期間における
ＣＳＡ、特に抗感染活性を有するＣＳＡの投与は、両方が貢献する抗多発性骨髄腫効果を
強化するだけでなく、同時に感染と闘うことにより、標準治療にかなりの恩恵をもたらす
。
【０１５８】
　[0131]したがって、一部の実施形態は、がん患者に、患者へのコルチコステロイドの投
与なしでＣＳＡを投与することを対象とする。一部の実施形態では、患者にデキサメタゾ
ンを与えない。一部の実施形態は、がん患者に、免疫抑制薬の投与なしでＣＳＡを投与す
ることを対象とする。当業者には、免疫抑制薬を含めた、多発性骨髄腫の治療のために使
用および／または投与される種々の医薬が十分に承知されている。
【０１５９】
　[0132]一部の実施形態において、特に、患者が骨がん、骨起源のがん、血液系がん、ま
たは多発性骨髄腫の治療を受けるとき、ＣＳＡは、アジュバントとして作用するように投
与される。アジュバントは、第二のＣＳＡ、抗がん化合物もしくは療法、または免疫抑制
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療法でよい別の薬剤の効果を修正する薬剤であると理解される。一部の実施形態では、Ｃ
ＳＡは、抗がん化合物もしくは療法、または免疫抑制療法の代替手段として、特に、デキ
サメタゾンなどのコルチコステロイドの代替手段として投与される。
【０１６０】
　[0133]一部の実施形態では、ＣＳＡは式（Ｉ）の化合物またはその薬学的に許容される
塩である
【０１６１】
【化２０】

【０１６２】
［式中、
環Ａ、Ｂ、ＣおよびＤは、独立に、飽和または完全もしくは部分的不飽和であり、但し、
環Ａ、Ｂ、ＣおよびＤの少なくとも２つは飽和であり、ｍ、ｎ、ｐおよびｑは、独立に０
または１であり、Ｒ１からＲ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６およびＲ

１８は、水素、ヒドロキシル、置換または非置換アルキル、置換または非置換ヒドロキシ
アルキル、置換または非置換アルキルオキシアルキル、置換または非置換アルキルカルボ
キシアルキル、置換または非置換アルキルアミノアルキル、置換または非置換アルキルア
ミノアルキルアミノ、置換または非置換アルキルアミノアルキルアミノアルキルアミノ、
置換または非置換アミノアルキル、置換または非置換アリール、置換または非置換アリー
ルアミノアルキル、置換または非置換ハロアルキル、置換または非置換アルケニル、置換
または非置換アルキニル、オキソ、第二のステロイドに結合しているリンカー基、置換ま
たは非置換アミノアルキルオキシ、置換または非置換アミノアルキルオキシアルキル、置
換または非置換アミノアルキルカルボキシ、置換または非置換アミノアルキルアミノカル
ボニル、置換または非置換アミノアルキルカルボキサミド、置換または非置換ジ（アルキ
ル）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－
Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、置換または非置換アジドアルキルオキシ、置換または非置換シア
ノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換
グアニジノアルキルオキシ、置換または非置換第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、
および置換または非置換グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、
Ｑ５は、任意のアミノ酸の側鎖（グリシンの側鎖、すなわちＨを含む）であり、Ｐ．Ｇ．
は、アミノ保護基であり、Ｒ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１７は、
独立に、環Ａ、Ｂ、ＣもしくはＤの１つが不飽和であるとき、その部位の炭素原子の原子
価が満たされるように欠損しており、またはＲ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３およびＲ

１４は、水素、ヒドロキシル、置換または非置換アルキル、置換または非置換ヒドロキシ
アルキル、置換または非置換アルキルオキシアルキル、置換または非置換アミノアルキル
、置換または非置換アリール、置換または非置換ハロアルキル、置換または非置換アルケ
ニル、置換または非置換アルキニル、オキソ、第二のステロイドに結合しているリンカー
基、置換または非置換アミノアルキルオキシ、置換または非置換アミノアルキルカルボキ
シ、置換または非置換アミノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換ジ（アルキル
）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ
（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、アジドアルキルオキシ、シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－
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ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、グアニジノアルキルオキシ、およびグアニジノアルキル
カルボキシからなる群から独立に選択され、Ｑ５は、任意のアミノ酸の側鎖であり、Ｐ．
Ｇ．は、アミノ保護基であり、
但し、Ｒ１～４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８の
少なくとも２つまたは３つは、置換または非置換アミノアルキル、置換または非置換アミ
ノアルキルオキシ、置換または非置換アルキルカルボキシアルキル、置換または非置換ア
ルキルアミノアルキルアミノ、置換または非置換アルキルアミノアルキルアミノアルキル
アミノ、置換または非置換アミノアルキルカルボキシ、置換または非置換アリールアミノ
アルキル、置換または非置換アミノアルキルオキシアミノアルキルアミノカルボニル、置
換または非置換アミノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換アミノアルキルカル
ボキシアミド、第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、置換または非置換ジ（アルキル
）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ
（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、アジドアルキルオキシ、シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－
ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換グアニジノアルキルオキシ、および置
換または非置換グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択される］。
【０１６３】
　[0134]一部の実施形態では、Ｒ１からＲ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ

１６およびＲ１８は、水素、ヒドロキシル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル
、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ヒドロキシアルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ

２２）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）
アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ア
ルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル
アミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル
アミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ、置換また
は非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキル、置換または非置換アリール、置換または非置
換アリールアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ハロ
アルキル、置換または非置換Ｃ２～Ｃ６アルケニル、置換または非置換Ｃ２～Ｃ６アルキ
ニル、オキソ、第二のステロイドに結合しているリンカー基、置換または非置換（Ｃ１～
Ｃ２２）アミノアルキルオキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオキ
シ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルカル
ボキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置換また
は非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルカルボキサミド、置換または非置換ジ（Ｃ１～
Ｃ２２アルキル）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－Ｈ
Ｃ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アジドアルキル
オキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－Ｈ
Ｃ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルオ
キシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、およ
び置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立
に選択され、Ｑ５は、任意のアミノ酸の側鎖（グリシンの側鎖、すなわちＨを含む）であ
り、Ｐ．Ｇ．は、アミノ保護基であり、Ｒ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３、Ｒ１４およ
びＲ１７は、独立に、環Ａ、Ｂ、ＣもしくはＤの１つが不飽和であるとき、その部位の炭
素原子の原子価が満たされるように欠損しており、またはＲ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ

１３およびＲ１４は、水素、ヒドロキシル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル
、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ヒドロキシアルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ

２２）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）
アミノアルキル、置換または非置換アリール、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ハロア
ルキル、置換または非置換（Ｃ２～Ｃ６）アルケニル、置換または非置換（Ｃ２～Ｃ６）
アルキニル、オキソ、第二のステロイドに結合しているリンカー基、置換または非置換（
Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキ
ルカルボキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置
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換または非置換ジ（Ｃ１～Ｃ２２アルキル）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ
（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、置換または非置換（Ｃ１

～Ｃ２２）アジドアルキルオキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）シアノアルキルオ
キシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２

２）グアニジノアルキルオキシ、および（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルカルボキシ
からなる群から独立に選択され、Ｑ５は、任意のアミノ酸の側鎖であり、Ｐ．Ｇ．は、ア
ミノ保護基であり、但し、Ｒ１～４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ

１７およびＲ１８の少なくとも２つまたは３つは、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ア
ミノアルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオキシ、置換または非
置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置
換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ、置換または非置
換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ（Ｃ１～Ｃ２２）
アルキルアミノ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルカルボキシ、置換ま
たは非置換アリールアミノ（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２

）アミノアルキルオキシ（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置換または
非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ

２２）アミノアルキルカルボキシアミド、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）第四級アン
モニウムアルキルカルボキシ、置換または非置換ジ（Ｃ１～Ｃ２２アルキル）アミノアル
キル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（
Ｈ）－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アジドアルキルオキシ、置換または非置換（
Ｃ１～Ｃ２２）シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－
、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルオキシ、および置換または非置
換（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択される。
【０１６４】
　[0135]一部の実施形態では、Ｒ１からＲ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ

１６およびＲ１８は、水素、ヒドロキシル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（
Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルオキシ－（Ｃ１～
Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アル
キル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、（Ｃ１～Ｃ１８）アル
キルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置
換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非置換アリール、非置換アリールアミノ－（Ｃ１～
Ｃ１８）アルキル、オキソ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８

）アミノアルキルカルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルアミノカルボニル
、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～Ｃ１８アル
キル）アミノアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルオキシ、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グ
アニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、Ｒ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０

、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１７は、独立に、環Ａ、Ｂ、ＣもしくはＤの１つが不飽和であ
るとき、その部位の炭素原子の原子価が満たされるように欠損しており、またはＲ５、Ｒ

８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３およびＲ１４は、水素、ヒドロキシル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８

）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アル
キルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカルボキシ－
（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）
アルキル、（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置換
（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）
アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非置換アリール、非置換アリ
ールアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、オキソ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキ
ルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、
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非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアル
キルアミノカルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキサミド、非置換
ジ（Ｃ１～Ｃ１８アルキル）アミノアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキ
ルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置
換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、但し
、Ｒ１～４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８の少な
くとも２つまたは３つは、水素、ヒドロキシル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置
換（Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルオキシ－（Ｃ

１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）
アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換
（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ

１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルア
ミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非置換アリール、非置換アリールアミノ
－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、オキソ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルアミノ
カルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～
Ｃ１８アルキル）アミノアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルオキシ、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～
Ｃ１８）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択される。
【０１６５】
　[0136]一部の実施形態では、ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩は、式（ＩＡ）の
化合物から選択される。
【０１６６】
【化２１】

【０１６７】
　[0137]一部の実施形態では、環Ａ、Ｂ、ＣおよびＤは、独立に、飽和である。
【０１６８】
　[0138]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２およびＲ１８は、水素、非置換（Ｃ１

～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１

８）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカル
ボキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～
Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル
アミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（
Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非置換アリー
ルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルアミノ
カルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～
Ｃ１８アルキル）アミノアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルオキシ、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～



(39) JP 6294352 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

Ｃ１８）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ

４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ１６および
Ｒ１７は、水素および非置換（Ｃ１～Ｃ６）アルキルからなる群から独立に選択される。
【０１６９】
　[0139]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２およびＲ１８は、水素、非置換（Ｃ１

～Ｃ６）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ６）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）
アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルカルボキシ
－（Ｃ１～Ｃ５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ５）ア
ルキル、（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキルアミノ、非置換（Ｃ

１～Ｃ１６）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキ
ルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アミノアルキル、非置換アリールアミノ－（Ｃ１～Ｃ

５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ５）アミノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）ア
ミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ５）アミノアルキルカ
ルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ５）アミノアルキルアミノカルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ５

）アミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～Ｃ５アルキル）アミノ－（Ｃ１～Ｃ

５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ５）グアニジノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１６

）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～Ｃ１６）グアニジノア
ルキルカルボキシからなる群から独立に選択される。
【０１７０】
　[0140]一部の実施形態では、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ８、Ｒ１０、Ｒ１１、
Ｒ１４、Ｒ１６およびＲ１７は、それぞれ水素であり、Ｒ９およびＲ１３は、それぞれメ
チルである。
【０１７１】
　[0141]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２およびＲ１８は、アミノアルキルオキ
シ、アミノアルキルカルボキシ、アルキルアミノアルキル、アルコキシカルボニルアルキ
ル、アルキルカルボニルアルキル、ジ（アルキル）アミノアルキル、アルキルカルボキシ
アルキル、およびヒドロキシアルキルからなる群から独立に選択される。
【０１７２】
　[0142]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２は、アミノアルキルオキシおよび
アミノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、Ｒ１８は、アルキルアミノア
ルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アルキルカルボニルオキシアルキル、ジ（アル
キル）アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、アルキオキシカルボニルアルキル、お
よびアルキルカルボキシアルキル、およびヒドロキシアルキルからなる群から選択される
。
【０１７３】
　[0143]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２は同じである。一部の実施形態で
は、Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２は、アミノアルキルオキシである。一部の実施形態では、Ｒ

３、Ｒ７およびＲ１２は、アミノアルキルカルボキシである。一部の実施形態では、Ｒ１

８は、アルキルアミノアルキルである。一部の実施形態では、Ｒ１８は、アルコキシカル
ボニルアルキルである。一部の実施形態では、Ｒ１８は、ジ（アルキル）アミノアルキル
である。一部の実施形態では、Ｒ１８は、アルキルカルボキシアルキルである。一部の実
施形態では、Ｒ１８は、ヒドロキシアルキルである。
【０１７４】
　[0144]一部の実施形態では、Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２、およびＲ１８は、アミノ－Ｃ３－ア
ルキルオキシ、アミノ－Ｃ３－アルキル－カルボキシ、アミノ－Ｃ２－アルキルカルボキ
シ、Ｃ８－アルキルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ８－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－ア
ルキル、Ｃ１０－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ８－アルキル－カルボニ
ル－Ｃ４－アルキル、ジ－（Ｃ５－アルキル）アミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１３－アルキ
ルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ６－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ６－ア
ルキル－カルボキシ－Ｃ４－アルキル、Ｃ１６－アルキルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１
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ら独立に選択される。
【０１７５】
　[0145]一部の実施形態では、ｍ、ｎ、およびｐは、それぞれ１であり、ｑは、０である
。
【０１７６】
　[0146]一部の実施形態では、ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩は、式（ＩＢ）の
化合物から選択される。
【０１７７】
【化２２】

【０１７８】
　[0147]一部の実施形態では、ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩は、以下のものか
らなる群から選択される。
【０１７９】
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【化２３－１】

【０１８０】
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【化２３－２】

【０１８１】
　[0148]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【０１８２】
【化２４】

【０１８３】
である。
【０１８４】
　[0149]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【０１８５】
【化２５】
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である。
【０１８７】
　[0150]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【０１８８】
【化２６】

【０１８９】
である。
【０１９０】
　[0151]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【０１９１】
【化２７】

【０１９２】
である。
【０１９３】
　[0152]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【０１９４】
【化２８】

【０１９５】
である。
【０１９６】
　[0153]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【０１９７】
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【化２９】

【０１９８】
である。
【０１９９】
　[0154]一部の実施形態では、式（ＩＩＩ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は
、
【０２００】

【化３０】

【０２０１】
である。
【０２０２】
　[0155]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【０２０３】

【化３１】

【０２０４】
である。
【０２０５】
　[0156]一部の実施形態では、式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩は、
【０２０６】



(45) JP 6294352 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

【化３２】

【０２０７】
である。
薬学的に許容される塩
　[0157]本明細書で開示する化合物および組成物は、場合により、薬学的に許容される塩
として調製される。本明細書で使用する用語「薬学的に許容される塩」は、広い用語であ
り、当業者にその通常および通例の意味を与え、（特別または特化された意味に限定され
ない）ものであり、限定なしで、これが投与される生物に相当な刺激を引き起こさず、化
合物の生物学的活性および性質を損なわない、化合物の塩を指す。一部の実施形態では、
塩は、化合物の酸付加塩である。薬学的塩は、化合物を、ハロゲン化水素酸（たとえば、
塩化水素酸や臭化水素酸）、硫酸、硝酸、リン酸などの無機酸と反応させて得ることがで
きる。薬学的塩は、化合物を、脂肪族もしくは芳香族カルボン酸またはスルホン酸などの
有機酸、たとえば、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、グリコール酸、ピルビン酸、マロン酸、
マレイン酸、フマル酸、トリフルオロ酢酸、安息香酸、ケイ皮酸、マンデル酸、コハク酸
、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、アスコルビン酸、ニコチン酸、メタンスルホン酸
、エタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、サリチル酸、ステアリン酸、ムコン酸、
酪酸、フェニル酢酸、フェニル酪酸、バルプロ酸、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、２－ナフタレンスルホン酸、またはナ
フタレンスルホン酸と反応させて得ることもできる。薬学的塩は、化合物を塩基と反応さ
せて、アンモニウム塩、アルカリ金属塩、たとえば、リチウム、ナトリウム、またはカリ
ウム塩、アルカリ土類金属塩、たとえば、カルシウム、マグネシウム、またはアルミニウ
ム塩、有機塩基、たとえば、ジシクロヘキシルアミン、Ｎ－メチル－Ｄ－グルカミン、ト
リス（ヒドロキシメチル）メチルアミン、Ｃ１～Ｃ７アルキルアミン、シクロヘキシルア
ミン、ジシクロヘキシルアミン、トリエタノールアミン、エチレンジアミン、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、トロメタミンの塩、およびアミノ
酸、たとえば、アルギニンおよびリシンとの塩、または無機塩基、たとえば、水酸化アル
ミニウム、水酸化カルシウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウムの塩
などの塩を生成して得ることもできる。
【０２０８】
　[0158]一部の実施形態では、薬学的に許容される塩は、塩酸塩である。一部の実施形態
では、薬学的に許容される塩は、一塩酸塩、二塩酸塩、三塩酸塩、または四塩酸塩である
。薬学的に許容される塩の追加の例としては、硫酸付加塩およびスルホン酸付加塩が挙げ
られる。１，５－ナフタレンジスルホン酸は、特に有用なスルホン酸付加塩である。
同時投与：
　[0159]本明細書で使用するとき、「共投与」とは、同時に、またはある物質を投与した
後、２４時間、２０時間、１６時間、１２時間、８時間、４時間、１時間、３０分、１５
分、５分、１分、前述の数のいずれか２つを境界とする範囲内、および／またはおよそ前
述の数のいずれかのうちに第二の物質の投与を開始することを意味する。
【０２０９】
　[0160]一部の実施形態では、１種または複数のＣＳＡが共投与される。他の実施形態で
は、ＣＳＡの共投与は、その治療利益になる。一部の実施形態では、共投与は、同時であ
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る。
【０２１０】
　[0161]一部の実施形態では、非ＣＳＡ化学療法薬が患者に投与される。一部の実施形態
では、非ＣＳＡ化学療法薬は、共投与される。このような化学療法薬としては、限定はし
ないが、規制機関が承認する化学療法薬が挙げられる。一部の実施形態では、規制機関は
、食品医薬局（ＦＤＡ）である。
【０２１１】
　[0162]一部の実施形態では、非ＣＳＡ化学療法薬は、アルキル化剤、アントラサイクリ
ン、細胞骨格破壊剤、エポチロン、ヒストンデアセチラーゼ阻害剤、トポイソメラーゼ阻
害剤、キナーゼ阻害剤、モノクローナル抗体、ヌクレオチド類似体、ペプチド抗生物質、
白金系薬剤、レチノイド、およびビンカアルカロイドからなる群から選択される。そのよ
うな薬剤は、当業界で知られている。たとえば、アクチノマイシン、オールトランスレチ
ノイン酸、アザシチジン、アザチオプリン、ブレオマイシン、ボルテゾミブ、カンプトテ
シン、カルボプラチン、カペシタビン、シスプラチン、クロラムブシル、シクロホスファ
ミド、シタラビン、ダウノルビシン、ドセタキセル、ドキシフルリジン、ドキソルビシン
、エピルビシン、エポチロン、エトポシド、フルオロウラシル、ゲムシタビン、ヒドロキ
シ尿素、イダルビシン、イマチニブ、イリノテカン、メクロレタミン、メルカプトプリン
、メトトレキセート、ミトキサントロン、オキサリプラチン、パクリタキセル、ペメトレ
キセド、テニポシド、チオグアニン、トポテカン、バルルビシン、ビンブラスチン、ビン
クリスチン、ビンデシン、およびビノレルビン。
【０２１２】
　[0163]がん細胞の多剤抵抗性は、奏功する化学療法の妨げとなりかねない。細胞から薬
物を除去しうるＡＢＣトランスポーターを始めとして、薬剤抵抗性の種々の機序が知られ
ている。排出ポンプ阻害剤は、がんにおいて過剰発現される場合があり、薬剤抵抗性に寄
与する。ＣＳＡ治療薬を、有効量の排出ポンプ阻害剤、たとえばＡＢＣトランスポーター
阻害剤（たとえば、ＡＢＣＧ２）と共投与することは、特に企図される。たとえば、ヒト
カテリシジンまたは他のカテリシジンをＣＳＡと併せて投与すれば、ＡＢＣＧ２などの排
出ポンプ活性によってもたらされる薬剤抵抗性をより有効に治療し、それによって、がん
細胞を化学療法に感受性にすることができる。加えて、他のいずれかの感作薬も使用でき
る。
【０２１３】
　[0164]一部の実施形態では、１種または複数のＣＳＡは、細胞膜を透過するように共投
与される。このような透過によって、排出ポンプの影響を克服することにより、がん細胞
を化学療法に感受性にし、治療レベルの抗がん薬が細胞に蓄積されるのを可能にすること
ができる。このような共投与では、低用量の抗がん薬の使用が可能になり、その結果、有
害な副作用が最小限に抑えられることもある。一部の実施形態では、抗がん薬もＣＳＡで
ある。他の実施形態では、単一のＣＳＡが投与され、抗がんと細胞透過の両方の効果を担
う。
【０２１４】
　[0165]多くのがん療法は、免疫抑制性でもあり、現行のがん療法の一般的な副作用は、
感染である。一部の実施形態では、がん治療の際の感染を予防し、または最小限に抑える
ために、１種または複数のＣＳＡを共投与する。このような作用は、がん細胞に対する他
の有益な作用に加わるものでよい。一部の実施形態では、１種または複数のＣＳＡが共投
与される結果、効果は、患者の免疫系の上向き調節となり、それによって、患者が、ＣＳ
Ａの投与から間接的にがんを抑え込むことが可能になる。一部の実施形態では、１種また
は複数のＣＳＡが共投与される結果、ＣＳＡは、がん細胞に対して直接傷害性にならない
が、患者の免疫状態を改善して、患者ががんを抑え込む助けとなり、かつ／または転移を
予防する助けともなる。一部の実施形態では、同じＣＳＡが、抗がんと抗感染の両方の効
果を担う。他の実施形態では、同じＣＳＡが、抗がん効果と、患者の免疫系の上向き調節
の両方を担う。
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【０２１５】
　[0166]一部の実施形態では、がん治療の１つまたは複数の副作用を緩和するために治療
薬を投与する。一部の実施形態では、投与は、同時である。非限定的な一例として、一部
の実施形態では、抗悪心／嘔吐医薬を投与する。そのような医薬は、当業界で知られてお
り、アルプラゾラム、アプレピタント、デキサメタゾン、ジフェンヒドラミン、ドラセト
ロン、ドロナビノール、グラニセトロン、ハロペリドール、ロラゼパム、メトクロプラミ
ド、ナビロン、オンダンセトロン、オランザピン、パロノセトロン、プロクロルペラジン
、およびプロメタジンが挙げられる。
【０２１６】
　[0167]一部の実施形態では、がんの１つまたは複数の症状を緩和するために治療薬を投
与する。一部の実施形態では、投与は、同時である。症状の非限定的な例としては、疼痛
、食欲喪失、およびうつ病が挙げられる。こうした症状を緩和する医薬は、当業界で知ら
れており、アセトアミノフェン、アスピリン、イブプロフェンなどの非オピオイド、モル
ヒネ、フェンタニル、ヒドロモルフォン、オキシコドン、コデインなどのオピオイド、プ
レドニゾンやデキサメタゾンなどのステロイド、ならびに、刺痛または灼熱痛に、アミト
リプチリン、ノルトリプチリン、デシプラミンなどの抗うつ薬、およびカルバマゼピン、
ギャバペンチン、フェニトインなどの抗けいれん薬が挙げられる。
【０２１７】
　[0168]一部の実施形態では、ＣＳＡは、がんまたは抗がん療法の結果として生じる１つ
または複数の後続状態を治療するために投与する。たとえば、一部の実施形態では、後続
状態を治療し、予防し、またはその発生率を減少させるために、患者にＣＳＡが投与され
る。後続状態には、限定はしないが、慢性リンパ球性白血病の治療または予防、非ホジキ
ンリンパ腫または濾胞性非ホジキンリンパ腫の治療または予防、びまん性大細胞型Ｂ細胞
リンパ腫の治療または予防、骨髄異形成症候群の治療または予防、マントル細胞リンパ腫
の治療または予防、骨髄増殖性新生物と関連する骨髄線維症および貧血（特に、赤血球輸
血依存的である患者において）の治療または予防、皮膚Ｔ細胞リンパ腫の治療または予防
、骨髄移植を受けている患者における移植片対宿主病の治療または予防、反応性らい腫性
ハンセン病の治療および維持、マイコバクテリア感染、詳細には、結核菌（Ｍｙｃｏｂａ
ｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ）および非結核性マイコバクテリア感染の治
療または予防、特に（重度または末期的に免疫無防備状態の患者などの）免疫無防備状態
の患者における重症再発性アフタ性口内炎の治療または予防が含まれる。
【０２１８】
　[0169]一部の実施形態では、治療方法は、有効量の少なくとも２種の異なる治療物質の
投与をさらに含む。一部の実施形態では、１種の治療薬が抗がん薬であり、第二の治療薬
が、１つまたは複数の抗がんまたは抗感染活性を有する。一部の実施形態では、投与は、
同時である。他の実施形態では、投与は、順次である。一部の実施形態では、有効量の少
なくとも２種の異なる治療物質が投与される。一部の実施形態では、両方の治療物質がＣ
ＳＡである。一部の実施形態では、ＣＳＡである第１の治療物質が投与され、非ＣＳＡ抗
生物質である第二の治療物質が投与される。一部の実施形態は、有効量の少なくとも２種
の異なる治療物質の投与をさらに含み、第一の治療物質は、抗がん活性を有するＣＳＡで
あり、第二の治療物質は、アミノグリコシド、アンサマイシン、カルバセフェム（ｃａｒ
ｂａｃｅｐｈｅｍ）、カルバペネム、セファロスポリン、糖ペプチド、リンコサミド、リ
ポペプチド、マクロライド、モンバクタム（ｍｏｎｂａｃｔａｍ）、ニトロフラン、オキ
サゾリドノン（ｏｘａｚｏｌｉｄｏｎｏｎｅ）、ペニシリン、ポリペプチド、キノロン、
スルホンアミド、およびテトラサイクリンからなる群から選択される抗生物質である。一
部の実施形態では、第一の治療物質は、ＣＳＡであり、第二の治療物質は、トブラマイシ
ン、コリスチン、アズトレオナム、シプロフロキサシン、アジスロマイシン、エリスロマ
イシン、またはバンコマイシンである。一部の実施形態では、第一の治療物質は、ＣＳＡ
であり、第二の治療物質は、抗真菌薬である。一部の実施形態では、抗真菌薬は、「アゾ
ール」抗真菌薬である。一部の実施形態では、第一の治療薬は、抗がん活性を有するＣＳ
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Ａであり、第二の治療薬は、抗感染および抗病原活性を有するＣＳＡであり、抗感染また
は抗病原活性は、抗真菌、抗寄生虫、抗生物、または抗ウイルス活性である。
【０２１９】
　[0170]一部の実施形態は、患者に相応しい治療を特定するためのコンパニオン診断の使
用を対象とする。コンパニオン診断は、該当する治療製品の安全で有効な使用に不可欠で
ある情報を提供する、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ診断試験またはデバイスである。このような試験
またはデバイスによって、特定の治療製品を用いた治療の結果として有害な反応が出るリ
スクのあることが見込まれる患者を特定することができる。このような試験またはデバイ
スによって、治療に対する応答性をモニターする（または実行可能な治療に対する応答性
を予測する）こともできる。このようなモニタリングには、治療薬のスケジュール、用量
、中断、または組合せを含めることができる。一部の実施形態では、ＣＳＡは、患者にお
いてバイオマーカーを測定することにより選択される。バイオマーカーという用語は、限
定はしないが、遺伝子調節、タンパク質レベル、ＲＮＡレベル、および細胞傷害性などの
細胞応答を包含する。一部の実施形態では、１種または複数の化学療法薬は、患者からの
サンプルをコンパニオン診断デバイスにかけることによって選択される。一部の実施形態
では、サンプルは、組織サンプルである。他の実施形態では、組織サンプルは、治療され
るがんを代表するものある。一部の実施形態では、組織サンプルは、治療されるがんの一
部分を含んでいる。一部の実施形態では、組織サンプルは、がん性でない。
医薬組成物
　[0171]本明細書に記載の化合物は、単独で投与することが可能であるが、化合物を医薬
組成物として製剤することが好ましい場合もある。そのため、さらに別の態様では、開示
する実施形態の方法および使用において有用な医薬組成物を提供する。より詳細には、本
明細書に記載の医薬組成物は、特に、骨疾患および／または破断骨の治療または予防に有
用となりうる。医薬組成物は、状態を治療し、または寛解させるために、対象にｉｎ　ｖ
ｉｔｒｏもしくはｉｎ　ｖｉｖｏまたは両方で投与することのできる任意の組成物である
。好ましい実施形態では、医薬組成物は、ｉｎ　ｖｉｖｏで投与することができる。対象
としては、１種または複数の細胞もしくは組織、または生物を挙げることができる。例と
なる一部の実施形態では、対象は動物である。一部の実施形態では、動物は哺乳動物であ
る。哺乳動物は、一部の実施形態では、ヒトまたは霊長類でよい。哺乳動物には、非限定
的な例として、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、ラクダ、バッファロー、ネコ、イヌ、
ラット、マウス、ヒトなど、いかなる哺乳動物も含まれる。
【０２２０】
　[0172]本明細書で使用するとき、用語「薬学的に許容される」および「生理学的に許容
される」とは、投与、ｉｎ　ｖｉｖｏ送達、または接触の１つまたは複数の経路に適する
、生物学的に適合性のある、気体、液体、もしくは固体の製剤、またはその混合物を意味
する。製剤は、その中の活性成分（たとえば、ＣＳＡ）の活性を破壊しない、または予防
もしくは治療効果もしくは利益よりはるかに重い有害な副作用を誘発しないという点で適
合性がある。
【０２２１】
　[0173]一実施形態では、医薬組成物は、特定の投与方式および剤形に応じて、担体、溶
媒、安定剤、佐剤、希釈剤などの薬学的に許容される賦形剤を用いて製剤することができ
る。医薬組成物は、一般に、生理学的に適合性のあるｐＨが実現されるように製剤すべき
であり、製剤および投与経路に応じて、ｐＨ約３～ｐＨ約１１、好ましくはｐＨ約３～ｐ
Ｈ約７の範囲でよい。代替実施形態では、ｐＨ約５．０～ｐＨ約８の範囲にｐＨを調整す
ることが好ましい場合もある。より詳細には、医薬組成物は、治療または予防有効量の本
明細書で記載する少なくとも１種の化合物と、１種または複数の薬学的に許容される賦形
剤とを含むものでよい。場合により、医薬組成物は、本明細書に記載の化合物の組合せを
含むものでもよく、または細菌感染の治療または予防に有用な第二の活性成分（たとえば
、抗菌剤または抗微生物薬）を含むものでもよい。
【０２２２】
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　[0174]たとえば、非経口または経口投与用の製剤は、最も典型的には、固体、液体の溶
液、乳濁液、または懸濁液であるが、肺投与用の吸入可能な製剤は、一般に、液体または
粉末であり、粉末製剤が一般に好ましい。好ましい医薬組成物は、生理学的に適合性のあ
る溶媒を用いて投与前に戻される、凍結乾燥した固体として製剤することもできる。代替
医薬組成物は、シロップ、クリーム、軟膏、錠剤などとして製剤することもできる。クリ
ームが、局所投与に特に適している。
【０２２３】
　[0175]組成物は、１種または複数の賦形剤を含有してもよい。薬学的に許容される賦形
剤は、投与する特定の組成物、ならびに組成物の投与に使用する特定の方法によって決ま
る。したがって、医薬組成物の適切な製剤は、多種多様に存在する（たとえば、Ｒｅｍｉ
ｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓを参照のこと）。
【０２２４】
　[0176]適切な賦形剤は、タンパク質、多糖、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリマーア
ミノ酸、アミノ酸コポリマー、不活性ウイルス粒子などの、ゆっくりと代謝される大きな
巨大分子を含む担体分子でもよい。例となる他の賦形剤として、アスコルビン酸などの酸
化防止剤、ＥＤＴＡなどのキレート剤；デキストリン、ヒドロキシアルキルセルロース、
ヒドロキシアルキルメチルセルロース、ステアリン酸などの炭水化物；油、水、食塩水、
グリセロール、エタノールなどの液体、湿潤剤または乳化剤、ｐＨ緩衝物質などが挙げら
れる。リポソームも、薬学的に許容される賦形剤の定義の範囲内に含まれる。
【０２２５】
　[0177]本明細書に記載の医薬組成物は、目的の投与方式に適するどんな形態に製剤して
もよい。たとえば、経口的な使用が意図されるとき、錠剤、トローチ剤、口中錠、水性も
しくは油性懸濁液、非水性溶液、分散性粉末もしくは顆粒（微粉化粒子もしくはナノ粒子
を含む）、乳濁液、硬もしくは軟カプセル剤、シロップ、またはエリキシルを調製するこ
とができる。経口的な使用を意図した組成物は、医薬組成物の製造について当業界で知ら
れているいずれかの方法に従って調製することができ、そのような組成物は、味のよい調
製物にするために、甘味剤、着香剤、着色剤、および保存剤を始めとする１種または複数
の薬剤を含有してもよい。
【０２２６】
　[0178]本明細書に記載の医薬組成物は、患者に投与するマウスウォッシュまたはマウス
リンスとして製剤してもよい。適切なマウスウォッシュまたはマウスリンスは、参照によ
り本明細書に援用されるＷＯ２０１３／１０９２３６に記載されている。典型的な製剤と
しては、以下のものが挙げられる。
【０２２７】
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【表１】

【０２２８】
　[0179]一部の実施形態では、製剤は、緩衝剤、たとえば、リン酸ナトリウム緩衝剤（た
とえば、一塩基性リン酸ナトリウムおよびリン酸二ナトリウム）を含む。一部の実施形態
では、製剤は、保水剤を含む。本明細書において有用な保水剤としては、グリセリン、ソ
ルビトール、キシリトール、低分子量ＰＥＧなどの多価アルコール、ポリエチレングリコ
ールやプロピレングリコールなどのアルキレングリコールが挙げられる。種々の実施形態
において、保水剤は、泥膏またはゲル組成物が空気に曝されて硬くなるのを防ぐ働きをし
うる。種々の実施形態において、保水剤は、甘味剤としても機能する。一部の実施形態で
は、保水剤は、それぞれ重量で約１～約４０％の量で存在する。一部の実施形態では、保
水剤は、ソルビトールである。一部の実施形態では、ソルビトールは、約５～約２５重量
％の濃度で存在する。一部の実施形態では、ソルビトールは、約５～約１５重量％の濃度
で存在する。一部の実施形態では、ソルビトールは、約１０重量％の濃度で存在する。本
明細書では、ソルビトールへの言及は、通常は市販品として７０％水溶液で入手可能であ
る材料を指す。一部の実施形態では、総保水剤濃度は、約１～約６０重量％である。一部
の実施形態では、保水剤は、グリセリンである。一部の実施形態では、グリセリンは、約
５～約１５重量％の濃度で存在する。一部の実施形態では、グリセリンの存在は、約７．
５重量％の濃度である。一部の実施形態では、保水剤は、プロピレングリコールである。
一部の実施形態では、プロピレングリコールは、約５～約１５重量％の濃度で存在する。
一部の実施形態では、プロピレングリコールは、約７重量％の濃度で存在する。
【０２２９】
　[0180]一部の実施形態では、製剤は、セルロース系ポリマー、たとえば、ヒドロキシア
ルキルメチルセルロース（ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシブチルメチ
ルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、ヒドロキシメチルメチルセルロース
、ヒドロキシエチルプロピルメチルセルロースなど）、カルボキシアルキルメチルセルロ
ース（カルボキシプロピルメチルセルロース、カルボキシブチルメチルセルロース、カル
ボキシエチルメチルセルロース、カルボキシメチルメチルセルロース、カルボキシエチル
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プロピルメチルセルロースなど）、ヒドロキシアルキルセルロース（ヒドロキシプロピル
セルロース、ヒドロキシブチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシメ
チルセルロース、ヒドロキシエチルプロピルセルロースなど）、アルキルセルロース（プ
ロピルセルロース、ブチルセルロース、エチルセルロース、メチルセルロースなど）、カ
ルボキシアルキルセルロース（カルボキシプロピルセルロース、カルボキシブチルセルロ
ース、カルボキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルプ
ロピルセルロースなど）、およびこれらの組合せを含む。一部の実施形態では、セルロー
ス系ポリマーは、カルボキシメチルセルロースを含む。
【０２３０】
　[0181]一部の実施形態では、製剤は、カラゲナンガム、キサンタンガム、これらの組合
せなどのガムポリマーを含む。一部の実施形態では、ガムポリマーは、キサンタンガムを
含む。
【０２３１】
　[0182]一部の実施形態は、ポリアクリレートポリマーまたはコポリマー、たとえば、カ
ルボマーを含む。一部の実施形態では、ポリアクリレートポリマーまたはコポリマーは、
ポリアルケニルポリエーテルと架橋したアクリル酸のホモおよびコポリマーから選択され
る。カルボマーとして知られる、アクリル酸の合成高分子量ポリマーは、アリルエーテル
ペンタエリスリトール、スクロースのアリルエーテル、またはプロピレンのアリルエーテ
ルと架橋したアクリル酸のホモポリマーでよい。カルボマーは、ＵＳＰ分類が「カルボマ
ーホモポリマーＡ型」である。カルボマーは、水を吸着し、保持し、そのもとの体積の何
倍にも膨張する能力を有する。カルボマーコード（９１０、９３４、９４０、９４１、９
７１、９７４、および９３４Ｐ）は、ポリマーの分子量および詳細な構成要素の表示であ
る。カルボマーは、Ｌｕｂｒｉｚｏｌおよび他の会社からＣａｒｂｏｐｏｌ（登録商標）
の商品名で市販品として入手可能である。
【０２３２】
　[0183]一部の実施形態では、着香剤を含める場合もある。こうした風味料は、合成の香
味油および風味芳香物質（ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　ａｒｏｍａｔｉｃ）、および／または油
、植物、葉、花、果実などから得られる含油樹脂および抽出物、ならびにこれらの混合物
から選択することができる。代表的な香味油としては、スペアミント油、ケイヒ油、ペパ
ーミント油、チョウジ油、ベイ油、タイム油、ニオイヒバ油、ニクズク油、セージ油、お
よび苦扁桃油が挙げられる。こうした着香剤を、個々に、または混合して使用することが
できる。一般に使用される香料としては、個々に用いられようと、混合して用いようと、
ペパーミントなどのハッカ、人工バニラ、ケイヒ誘導体、および種々の果実香料が挙げら
れる。一般に、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　ＳｃｉｅｎｃｅｓによるＣｈ
ｅｍｉｃａｌｓ　Ｕｓｅｄ　ｉｎ　Ｆｏｏｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ、ｐｕｂｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　１２７４、６３～２５８頁に記載のものなどの、いかなる風味料または食品添加
物を使用してもよい。通常、風味料は、含まれるなら、０．０１～１重量％で存在する。
一部の実施形態では、風味料は、約０．２重量％未満存在してよい。
【０２３３】
　[0184]甘味剤には、天然と人工両方の甘味剤が含まれる。適切な甘味剤としては、単糖
、二糖、および多糖、たとえば、キシロース、リボース、グルコース（デキストロース）
、マンノース、ガラクトース、フルクトース（レブロース）、スクロース（砂糖）、マル
トースなどの水溶性甘味剤、可溶性サッカリン塩、すなわち、ナトリウムまたはカルシウ
ムサッカリン塩、シクラミン酸塩、ジペプチド甘味剤、たとえば、Ｌ－アスパルチル－Ｌ
－フェニルアラインメチルエステル（アスパルテーム）などのＬ－アスパラギン酸由来甘
味剤などの水溶性人工甘味剤が挙げられる。一般に、特定の組成物に所望される甘味のレ
ベルを提供するのに利用される甘味剤の有効量は、選択された甘味剤によって様々となる
。その量は、通常、組成物の約０．００１）～約５重量％未満になる。一部の実施形態で
は、甘味剤は、サッカリンナトリウムであり、組成物の約０．０１重量％で存在する。
【０２３４】
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　[0185]錠剤と共に使用するのに特に適する、薬学的に許容される賦形剤としては、たと
えば、セルロース、炭酸カルシウムまたはナトリウム、ラクトース、リン酸カルシウムま
たはナトリウムなどの不活性希釈剤；架橋ポビドン、トウモロコシデンプン、アルギン酸
などの崩壊剤；ポビドン、デンプン、ゼラチン、アカシアなどの結合剤；およびステアリ
ン酸マグネシウム、ステアリン酸、タルクなどの滑沢剤が挙げられる。
【０２３５】
　[0186]錠剤は、コーティングされていなくてもよく、または消化管における崩壊および
吸着を遅らせ、それによってより長期間にわたり持続作用を得るためのマイクロカプセル
化を含めた既知の技術によってコーティングされていてもよい。たとえば、モノステアリ
ン酸グリセリルやジステアリン酸グリセリルなどの時間遅延材料を、単独で、または蝋と
一緒に用いることができる。
【０２３６】
　[0187]経口的な使用向けの製剤は、活性成分が、不活性固体希釈剤、たとえば、セルロ
ース、ラクトース、リン酸カルシウム、もしくはカオリンと混合される、硬ゼラチンカプ
セル剤、または活性成分が、非水性もしくは油性媒質、たとえば、グリセリン、プロピレ
ングリコール、ポリエチレングリコール、ラッカセイ油、流動パラフィン、もしくはオリ
ーブ油と混合される、軟ゼラチンカプセル剤の体裁にしてもよい。
【０２３７】
　[0188]別の実施形態では、医薬組成物は、懸濁液の製造に適する少なくとも１種の薬学
的に許容される賦形剤が混合された実施形態の化合物を含む懸濁液として製剤してもよい
。
【０２３８】
　[0189]さらに別の実施形態では、医薬組成物は、適切な賦形剤を加えて懸濁液を調製す
るのに適する分散性粉末および顆粒として製剤してもよい。
【０２３９】
　[0190]懸濁液に関連して、使用に適する賦形剤としては、懸濁化剤、たとえば、カルボ
キシメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニルピロリドン、トラガカントゴム、アカシアゴム
、分散または湿潤剤、たとえば、自然発生するホスファチド（たとえば、レシチン）、ア
ルキレンオキシドと脂肪酸の縮合生成物（たとえば、ポリオキシエチレンステアレート）
、エチレンオキシドと長鎖脂肪族アルコールの縮合生成物（たとえば、ヘプタデカエチレ
ンオキシセタノール）、エチレンオキシドと脂肪酸およびヘキシトール無水物から得られ
る部分エステルとの縮合生成物（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）、多糖および多糖様化合物（たとえば、硫酸デキストラン）、グリコアミノグリカン
およびグリコサミノグリカン様化合物（たとえば、ヒアルロン酸）、ならびに増粘剤、た
とえば、カルボマー、蜜蝋、固形パラフィン、セチルアルコールが挙げられる。懸濁液は
、１種または複数の保存剤、たとえば、酢酸、ｐ－ヒドロキシ安息香酸メチルおよび／ま
たはｎ－プロピル、１種または複数の着色剤、１種または複数の着香剤、ならびに１種ま
たは複数の甘味剤、たとえば、スクロースやサッカリンを含有してもよい。
【０２４０】
　[0191]医薬組成物は、水中油型乳濁液の形態にすることもできる。油相は、オリーブ油
やラッカセイ油などの植物油、流動パラフィンなどの鉱油、またはこれらの混合物でよい
。適切な乳化剤としては、自然発生するゴム、たとえば、アカシアゴムやトラガカントゴ
ム、自然発生するホスファチド、たとえば大豆レシチン、脂肪酸から導かれるエステルま
たは部分エステル、ヘキシトール無水物、たとえば、モノオレイン酸ソルビタン、および
こうした部分エステルとエチレンオキシドの縮合生成物、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挙げられる。乳濁液は、甘味剤および着香剤も含有してよい
。シロップおよびエリキシルは、グリセロール、ソルビトール、スクロースなどの甘味剤
を用いて製剤することができる。このような製剤は、粘滑剤、保存剤、着香剤、または着
色剤も含有してよい。
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【０２４１】
　[0192]加えて、医薬組成物は、注射用滅菌水性乳濁液または油性懸濁液などの注射用滅
菌調製物の形態にすることもできる。この乳濁液または懸濁液は、上で言及している適切
な分散または湿潤剤および懸濁化剤を使用して、既知の技巧に従って製剤することができ
る。注射用滅菌調製物は、非経口的に許容される非毒性の希釈剤または溶媒中の注射用滅
菌溶液または懸濁液、たとえば、１，２－プロパン－ジオール溶液でもよい。
【０２４２】
　[0193]注射用滅菌調製物は、凍結乾燥した粉末として調製することもできる。用いるこ
とのできる許容される賦形剤および溶媒の中でも、水、リンガー液、および等張性塩化ナ
トリウム溶液が挙げられる。加えて、滅菌固定油も、溶媒または懸濁媒として用いること
ができる。この目的では、合成モノまたはジグリセリドを含めた、どんな無刺激固定油を
用いてもよい。加えて、オレイン酸などの脂肪酸も、注射剤の調製に同様に使用すること
ができる。
【０２４３】
　[0194]医薬組成物の安定な水溶性投薬形態を得るには、本明細書に記載の化合物の薬学
的に許容される塩を、有機酸または無機酸の水溶液、たとえば、コハク酸、またはより好
ましくはクエン酸の０．３Ｍ溶液に溶解させることができる。可溶性塩形態が利用可能で
ない場合、適切な共溶媒または共溶媒の組合せに化合物を溶解させることができる。適切
な共溶媒の例としては、総体積の約０～約６０％の範囲の濃度の、アルコール、プロピレ
ングリコール、ポリエチレングリコール３００、ポリソルベート８０、グリセリンなどが
挙げられる。一実施形態では、活性化合物をＤＭＳＯに溶解させ、水で希釈する。
【０２４４】
　[0195]医薬組成物は、塩形態の活性成分を、水、等張性食塩水、デキストロース溶液な
どの適切な水性賦形剤に溶かした溶液の形でもよい。また、たとえば、エステル化、グリ
コシル化、ＰＥＧ化および複合化などによる、化合物をより送達に適するものにする（た
とえば、溶解性、生物活性、嗜好性を高める、不都合な反応を低減するなど）、化学的ま
たは生化学的部分での置換または付加によって修飾されている化合物も企図する。
【０２４５】
　[0196]多くの治療薬が、不必要に短い半減期および／または望ましくない毒性を有する
。したがって、半減期または毒性を改善する構想は、がん以外の治療および分野に適用で
きる。しかし、治療薬を生化学的部分と複合化して、このような望ましくない特性を改善
することにより、医薬組成物を調製することができる。タンパク質は、広範な適用分野で
投与されるＣＳＡと複合化することのできる特定の生化学的部分である。一部の実施形態
では、１種または複数のＣＳＡが、感染症治療のためのタンパク質と複合化される。他の
実施形態では、１種または複数のＣＳＡが、がん治療のためのタンパク質と複合化される
。一部の実施形態では、１種または複数のＣＳＡが、ＣＳＡの半減期を延長するタンパク
質と複合化される。他の実施形態では、１種または複数のＣＳＡが、ＣＳＡの毒性を軽減
するタンパク質と複合化される。アルブミンは、ＣＳＡとの複合化に特に好ましいタンパ
ク質である。一部の実施形態では、アルブミンは、無脂肪アルブミンである。
【０２４６】
　[0197]ＣＳＡ治療薬に関して、複合化のための生化学的部分は、０．２５、０．５、０
．７５、１、１．５、２、２．５、３、３．５、４、４．５、５、１０、２０、５０、も
しくは１００重量当量、または前述の数のいずれか２つを境界とする範囲、またはおよそ
前述の数のいずれかとして医薬組成物に加えることができる。一部の実施形態では、アル
ブミンのＣＳＡに対する重量比は、約１８：１以下、たとえば、約９：１以下である。一
部の実施形態では、ＣＳＡが、アルブミンでコーティングされる。
【０２４７】
　[0198]別法として、または追加として、医薬組成物に非生化学的化合物を加えて、治療
薬の毒性を軽減し、かつ／または半減期を改善することもできる。この適用例は、抗がん
治療に限定されず、それよりも、感染症またはがんの治療などの、様々な形態の治療に広



(54) JP 6294352 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

く適用できる。毒性を改善しうる添加剤の適切な量および比率は、細胞アッセイによって
求めることができる。ＣＳＡ治療薬に関して、毒性軽減化合物は、０．２５、０．５、０
．７５、１、１．５、２、２．５、３、３．５、４、４．５、５、１０、２０、５０、も
しくは１００重量当量、または前述の数のいずれか２つを境界とする範囲、またはおよそ
前述の数のいずれかとして医薬組成物に加えることができる。一部の実施形態では、毒性
軽減化合物は、Ｍｉｒａｎｏｌ（登録商標）（ココアンホ二酢酸二ナトリウム）などのコ
コアンホ二酢酸塩である。他の実施形態では、毒性軽減化合物は、両性界面活性剤である
。一部の実施形態では、毒性軽減化合物は、界面活性剤である。他の実施形態では、ココ
アンホ二酢酸塩のＣＳＡに対するモル比は、約８：１～１：１の間、好ましくは約４：１
である。一部の実施形態では、毒性軽減化合物は、アラントインである。
【０２４８】
　[0199]一実施形態では、本明細書に記載の化合物は、経口投与向けに、低溶解度化合物
に適する、脂質主体の製剤に製剤することができる。脂質主体の製剤は、一般に、このよ
うな化合物の経口生物学的利用能を強化しうる。
【０２４９】
　[0200]そのようなものとして、医薬組成物は、治療または予防有効量の本明細書に記載
の化合物と、中鎖脂肪酸またはそのプロピレングリコールエステル（たとえば、カプリル
脂肪酸やカプリン脂肪酸などの食用脂肪酸のプロピレングリコールエステル）、およびポ
リオキシル４０硬化ヒマシ油などの薬学的に許容される界面活性剤からなる群から選択さ
れる少なくとも１種の薬学的に許容される賦形剤とを含む。
【０２５０】
　[0201]好ましい代替実施形態では、水溶解性増強剤としてシクロデキストリンを加える
ことができる。好ましいシクロデキストリンとして、α－、β－、およびγ－シクロデキ
ストリンのヒドロキシプロピル、ヒドロキシエチル、グルコシル、マルトシル、およびマ
ルトトリオシル誘導体が挙げられる。特に好ましいシクロデキストリン溶解性増強剤は、
上述の組成物のいずれかに加えると、実施形態の化合物の水溶解特性をさらに向上させる
ことのできる、ヒドロキシプロピル－ｏ－シクロデキストリン（ＢＰＢＣ）である。一実
施形態では、組成物は、約０．１％～約２０％のヒドロキシプロピル－ｏ－シクロデキス
トリン、より好ましくは約１％～約１５％のヒドロキシプロピル－ｏ－シクロデキストリ
ン、さらにより好ましくは約２．５％～約１０％のヒドロキシプロピル－ｏ－シクロデキ
ストリンを含む。用いる溶解性増強剤の量は、組成物中の実施形態の化合物の量に応じて
決まる。
【０２５１】
　[0202]例となる一部の実施形態では、ＣＳＡは、多量体（たとえば、二量体、三量体、
四量体、またはより高次のポリマー）を含む。例となる一部の実施形態では、ＣＳＡは、
医薬組成物または製剤に混ぜ込むことができる。このような医薬組成物／製剤は、ｉｎ　
ｖｉｖｏまたはｅｘ　ｖｉｖｏでの対象への投与に有用である。対象に投与するために、
医薬組成物および製剤は、担体または賦形剤を含む。
【０２５２】
　[0203]このような製剤としては、医薬としての投与またはｉｎ　ｖｉｖｏでの接触もし
くは送達と適合性のある、溶媒（水性または非水性）、溶液（水性または非水性）、乳濁
液（たとえば、水中油型または油中水型）、懸濁液、シロップ、エリキシル、分散および
懸濁媒、コーティング、等張剤、および吸収促進または遅延剤が挙げられる。水性および
非水性溶媒、溶液、および懸濁液は、懸濁化剤および増粘剤を含んでもよい。このような
薬学的に許容される担体として、錠剤（コーティングまたは非コーティング）、カプセル
剤（硬または軟）、マイクロビーズ、粉末、顆粒、および結晶が挙げられる。補助的な活
性化合物（たとえば、保存剤、抗菌剤、抗ウイルス剤、および抗真菌剤）を組成物に混ぜ
込むこともできる。
【０２５３】
　[0204]共溶媒および佐剤を製剤に加えることもある。共溶媒の非限定的な例は、ヒドロ



(55) JP 6294352 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

キシル基または他の極性基を含んでいるもの、たとえば、イソプロピルアルコールなどの
アルコール；プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコー
ル、グリコールエーテルなどのグリコール；グリセロール；ポリオキシエチレンアルコー
ル、およびポリオキシエチレン脂肪酸エステルである。佐剤としては、たとえば、界面活
性剤、たとえば、大豆レシチンおよびオレイン酸；トリオレイン酸ソルビタンなどのソル
ビタンエステル；ならびにポリビニルピロリドンが挙げられる。
【０２５４】
　[0205]医薬組成物および／または製剤は、目的の治療効果を実現するのに十分な合計量
の（１種または複数の）活性成分を含有する。
【０２５５】
　[0206]用語「包装材料」とは、キットの１つまたは複数の構成要素を収容する物理的構
造を指す。包装材料は、構成要素を無菌的に保つことができ、こうした目的に一般的に使
用される材料（たとえば、紙、段ボール（ｃｏｒｒｕｇａｔｅｄ　ｆｉｂｅｒ）、ガラス
、プラスチック、箔、アンプル、バイアル、管など）でできたものでよい。キットは、場
合により無菌的に、複数の構成要素、たとえば、２種以上の化合物を、単独で、または骨
形成剤もしくは治療もしくは薬物と組み合わせて収容することができる。
【０２５６】
　[0207]キットは、構成要素（種類、量、用量など）、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ、ｉｎ　ｖｉｖ
ｏ、またはｅｘ　ｖｉｖｏでの使用に関する説明、およびその中の他の構成要素について
の記載を含む、ラベルまたは挿入物を場合に応じて含む。ラベルまたは挿入物は、「印刷
物」、たとえば、紙または厚紙を含み、または構成要素、キット、もしくは梱包材料（た
とえば、箱）を分離し、もしくはそれに添付され、またはキットの構成要素を含有するア
ンプル、管、もしくはバイアルに貼付される。ラベルまたは挿入物には、コンピューター
で読み取り可能な媒体、たとえば、ディスク（たとえば、フロッピーディスク、ハードデ
ィスク、ＺＩＰディスク）、光学ディスク、たとえば、ＣＤ－もしくはＤＶＤ－ＲＯＭ／
ＲＡＭ、ＤＶＤ、ＭＰ３、磁気テープ、または電気記憶媒体、たとえば、ＲＡＭおよびＲ
ＯＭ、またはこれらの混成品、たとえば、磁気／光学記憶媒体、ＦＬＡＳＨ媒体、メモリ
型カードも、追加で含むことができる。
【０２５７】
　[0208]例としてのこれらの実施形態が属する分野の技術者には、組成物が数多くの方法
で投与できることが理解されよう。たとえば、投与は、組成物を単純に骨にそのまま適用
することを意味する。例となる一部の実施形態では、投与は、腸内、非経口、または局所
の場合がある。化合物を場合に応じて製剤することのできる、接触またはｉｎ　ｖｉｖｏ
送達のための、例としての他の投与経路として、吸入、呼吸、挿管、肺内滴注、経口（頬
側、舌下、粘膜）、肺内、直腸、膣内、子宮内、皮内、局所、真皮内（ｄｅｒｍａｌ）、
非経口（たとえば、皮下、筋肉内、静脈内、皮内、眼内、気管支内、および硬膜外）、鼻
腔内、くも膜下腔内、関節内、腔内（ｉｎｔｒａｃａｖｉｔｙ）、経皮、イオン泳動、眼
科、眼内（ｏｐｔｉｃａｌ）（たとえば、角膜）、腺内、臓器内、および／またはリンパ
管内が挙げられる。
【０２５８】
　[0209]送達形態は、同質、たとえば、組成物が溶液になる形態でもよいし、または異質
、たとえば、組成物がリポソームまたはマイクロスフェア内に含有される形態でもよい。
形態によって、速効が生じる場合もあれば、その代わりとしてまたは付加的に、効果の延
長が生じる場合もある。たとえば、リポソームもしくはマイクロスフェア、または組成物
の放出を延長する他の同様の手段を使用して、組成物が目標領域に触れる期間を延長する
ことができ、カプセル化されていない組成物は、速効ももたらしうる。
【０２５９】
　[0210]一部の実施形態では、組成物または方法は、薬学的に許容される（１種または複
数の）デバイス、たとえば、包帯、縫合剤、ガーゼ、粘着性ストリップ、外科用ステープ
ラー、クリップ、止血鉗子、子宮内デバイス、縫合糸、トロカール、カテーテル、管、お
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よびインプラントからのＣＳＡの投与を含む。一部の実施形態では、インプラントは、ピ
ル、ペレット、ロッド、スクリュー、ウェーハ、ディスク、および／またはタブレットで
ある。デバイスは、組成物を所望の期間、目標領域に送達することができる。例となる一
部の実施形態では、組成物を医療用具コーティングに混ぜ込んでもよい。一部の実施形態
では、コーティングは、０．１重量％、１重量％、５重量％、１０重量％、１５重量％、
２０重量％、２５重量％、５０重量％、前述の数字のいずれかの数字付近、および／また
は前述の数字のいずれか２つを限界とする範囲を含有する。
【０２６０】
　[0211]本開示によるデバイスは、既知の方法に従って調製することができ、ポリマー材
料を含むものでよく、またはポリマー材料から作製することができる。一部の例では、ポ
リマー材料は、吸収性材料となり、他の例では、非吸収性材料となり、または他の例では
、再吸収性材料となる。当然のことながら、デバイスは、吸収性、非吸収性、再吸収性材
料、およびこれらの組合せを含みうる。
【０２６１】
　[0212]吸収性材料は、合成材料および非合成材料の場合がある。合成吸収性材料として
は、限定はしないが、セルロースポリマー、グリコール酸ポリマー、メタクリレートポリ
マー、エチレンビニルアセテートポリマー、エチレンビニルアルコールコポリマー、ポリ
カプトロラクタム、ポリアセテート、ラクチドとグリコリドのコポリマー、ポリジオキサ
ノン、ポリグラクチン、ポリグレカプロン、ポリグリコネート、ポリグルコネート、およ
びこれらの組合せが挙げられる。非合成吸収性材料としては、限定はしないが、カットグ
ット、ｃａｒｇｉｌｅ膜、大腿筋膜、ゼラチン、コラーゲン、およびこれらの組合せが挙
げられる。
【０２６２】
　[0213]合成非吸収性材料としては、限定はしないが、ナイロン、レーヨン、ポリエステ
ル、ポリオレフィン、およびこれらの組合せが挙げられる。非合成非吸収性材料としては
、限定はしないが、絹、皮膚用絹（ｄｅｒｍａｌ　ｓｉｌｋ）、綿、リネン、およびこれ
らの組合せが挙げられる。
【０２６３】
　[0214]前述のデバイスと担体／賦形剤の組合せも構想する。たとえば、ＣＳＡを目標の
場所に送達するために、ＣＳＡゲルまたは軟膏を、包帯または創傷被覆材に含浸させるこ
とができる。別の例としては、移植可能な吸収性デバイスにＣＳＡ材料を装填し、所望さ
れる期間にわたってデバイスからＣＳＡを放出することができる。持続もしくは制御放出
製剤、組成物、またはデバイスを使用してもよい。所望の送達期間は、たとえば、少なく
とも約２、３、６、１０、１２、１８、もしくは２４時間、または１、２、４、８、１２
、２０、もしくは３０日、または１、２、３、４、５、６、もしくはそれ以上の月数、お
よび間のいずれかの値でよい。ＣＳＡの送達に使用する物理的形態、およびそのようなデ
バイスの選択または設計は、多分に当業者の技量の範囲内である。
【０２６４】
　[0215]本方法の実践において他の条件を設けることが望ましい場合もある。たとえば、
確実にターゲット領域が十分に酸素化されることが望ましい場合があり、一般に、大気中
の酸素が存在することで十分である。所望のレベルの水分および特定の温度を維持するこ
とが望ましい場合もあり、一部の実施形態では、温かく、湿った環境が望ましい。必須で
はないが、無菌環境を確立または維持することが望ましい場合もある。
【０２６５】
　[0216]加えて、治療上有益な他の薬剤を製剤中に含むことが望ましい場合もある。たと
えば、賦形剤または担体が、目標領域において所望の水分レベルを維持するために、保水
剤または保湿剤を含むこともある。他の可能性としては、麻酔薬や抗生物質などの、他の
所望の効果をもたらす薬物が挙げられる。改めて、可能性は、無制限であり、従業者に委
ねられる。例となる一部の実施形態では、組成物は、ＣＳＡが役立つことが知られている
目的のために、第二のＣＳＡを含んでもよい。



(57) JP 6294352 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

投与量
　[0217]製剤は、便宜上、単位剤形として調製または提供することができる。調製技術は
、活性成分（たとえば、ＣＳＡ）と（１種または複数の）医薬担体または（１種または複
数の）賦形剤とを混和する（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）ことを含む。一般に、製剤は、活
性成分を、液体担体または微粉化した固体担体または両方と、均等かつ十分に混和し、次
いで、必要であれば、製品を付形することによって調製する。たとえば、圧縮または成形
によって錠剤を製造することができる。圧縮錠剤は、結合剤、滑沢剤、不活性希釈剤、保
存剤、界面活性もしくは分散剤と場合により混合された、粉末や顆粒などの易流動性の形
態の活性成分（たとえば、ＣＳＡ）を、適切な機械において圧縮することにより調製でき
る。成形錠剤は、不活性液体希釈剤で湿らせた粉末状化合物（たとえば、ＣＳＡ）の混合
物を、適切な装置において成形することにより製造できる。錠剤は、場合により、コーテ
ィングしても、または刻み目を入れてもよく、その中の活性成分の緩徐放出または制御放
出がなされるように製剤することができる。
【０２６６】
　[0218]医薬製剤を含めて、化合物（たとえば、ＣＳＡ）は、投与しやすく、投与量が均
等になるので、単位剤形にして包装することができる。本明細書で使用する「単位剤形」
とは、単位形式の投与量として、治療を受ける対象に適合させた物理的に別個の単位を指
し、各単位は、１または複数の用量で投与したとき、所望の効果（たとえば、予防または
治療効果または利益）を生じるように計算された、予め決められた量の化合物を、場合に
より医薬品担体（賦形剤、希釈剤、賦形剤、または充填剤）と合同で含有する。単位剤形
は、投与する化合物（たとえば、ＣＳＡ）の１日用量または単位、１日部分用量、または
その適切な分割量を含有する場合がある。単位剤形としては、たとえば、カプセル剤、ト
ローチ剤、カシェ剤、口中錠、錠剤、アンプルおよびバイアルも挙げられ、アンプルおよ
びバイアルは、フリーズドライまたは凍結乾燥した状態の組成物を含むものでよく、たと
えば、投与またはｉｎ　ｖｉｖｏ送達の前に、滅菌液体担体を加えることができる。加え
て、単位剤形には、たとえば、その中に液体組成物が割り振られたアンプルおよびバイア
ルも含まれる。単位剤形にはさらに、長期間または短期間、対象の表皮と接触する「パッ
チ」などの、経皮投与用の化合物も含まれる。個々の単位剤形は、多用量キットまたは容
器に含むことができる。医薬製剤は、投与しやすく、投与量が均等になるので、単一また
は複数の単位剤形にして包装することができる。
【０２６７】
　[0219]化合物（たとえば、ＣＳＡ）は、単一の大量瞬時投与または複数回用量としての
任意の頻度、たとえば、１時間、１日、１週間、１か月、もしくは１年、または約１～１
０日、１～１０週、１～１０か月の間、または必要に応じた長さの間に１回、２回、３回
、４回、５回、またはそれ以上で、本方法に従って投与することができる。例としての頻
度は、通常、１日、１週間、または１か月に１～７回、１～５回、１～３回、２回、また
は１回である。接触、投与、ｅｘ　ｖｉｖｏまたはｉｎ　ｖｉｖｏ送達の時機は、治療対
象となる感染症、病変形成、症状、病理、または有害な副作用によって必然的に決まる場
合がある。たとえば、症状もしくは有害な副作用の発症、病変形成、またはワクチン接種
と実質的に同時に、またはそれから約１～６０分または約１～６０時間以内に、対象に一
定量を投与することができる。長時間作用性医薬組成物は、特定の製剤の半減期およびク
リアランス速度に応じて１日２回、１日１回、２日に１回、１週間に３回、１週間に２回
、３～４日毎、または毎週投与することができる。たとえば、一実施形態では、医薬組成
物は、１日２回、１日１回、２日に１回、１週間に３回、１週間に２回、および１週間に
１回から選択されるスケジュールで患者に投与するために選択された量の本明細書に記載
の化合物を含有する。
【０２６８】
　[0220]限定はしないが、化合物を移植、注射、注入、または別な形で局所的に送達する
送達技術を含めて、局所的な送達も企図する。局所的な送達は、薬物の全身濃度に対する
、所望の作用の部位（たとえば、治療する腫瘍または器官）での薬物の濃度が、より高い
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ことを特徴とする。長時間作用性注射、作用部位への直接の注入、デポー送達形態、制御
または持続送達組成物、経皮パッチ、注入ポンプなどを始めとする、よく知られている局
所送達形態を使用することができる。ＣＳＡはさらに、生分解性もしくは生体内浸食性（
ｂｉｏｅｒｏｄｉｂｌｅ）材料に混ぜ込むこともでき、または医療用具に投入もしくは装
着することもできる。
【０２６９】
　[0221]用量は、治療が治療的であるか予防的であるか、症状の発現、進行、重症度、頻
度、存続期間、蓋然性、または感受性、治療の対象となる病変形成の種類、所望の臨床的
終点、以前、同期、または後続の治療、対象の全般的な健康、年齢、性別、または人種、
生物学的利用能、潜在的な全身、局部、または局所の有害な副作用、対象における他の障
害または疾患の存在、および当業者に認識されるところとなる他の要素（たとえば、病歴
または家族歴）に応じて様々となりうる。用量の量、頻度、または継続期間は、所望の臨
床的成果、感染症の状態、症状または病理、治療または療法の有害な副作用によって示さ
れる必要に応じて、増減することができる。当業者なら、予防または治療効果または利益
を得るのに十分または有効な量を提供するのに必要となる投与量、頻度、および時機に影
響を及ぼしうる要素がわかるであろう。正確な投与量は、治療を必要とする対象に関連し
た要素に照らして、従業者によって決定される。投与量および投与は、十分なレベルの（
１種または複数の）活性薬剤が提供され、所望の効果が維持されるように調整される。本
明細書に記載する治療が、疾患を予防し、症状を寛解させ、疾患の進行を緩慢にし、損傷
を逆転させ、または疾患を治癒させることを包含することは理解されよう。
【０２７０】
　[0222]投与量は、所望の効果および治療適応症に応じて広い範囲に及びうる。あるいは
、投与量は、当業者に理解されているように、患者の表面積を基準とし、それをもとに算
出する場合もある。正確な投与量は、個々の薬物に応じて決定されるが、ほとんどの場合
、投与量に関しての多少の一般化を行うことはできる。成人患者のための全身１日投薬計
画は、たとえば、０．０１ｍｇ～３０００ｍｇの間、好ましくは１ｍｇ～７００ｍｇの間
、たとえば５～２００ｍｇの活性成分という経口用量でよい。一部の実施形態では、１日
投薬計画は、１ｍｇ、５ｍｇ、１０ｍｇ、２５ｍｇ、５０ｍｇ、７５ｍｇ、１００ｍｇ、
１５０ｍｇ、２００ｍｇ、２５０ｍｇ、３００ｍｇ、３５０ｍｇ、４００ｍｇ、４５０ｍ
ｇ、５００ｍｇ、５５０ｍｇ、６００ｍｇ、６５０ｍｇ、７００ｍｇ、またはおよそ前述
の数のいずれか、または前述の数のいずれか２つを境界とする範囲である。投与量は、対
象の必要に応じて、単一の投与量でもよいし、または一連の２回以上を１または複数の日
数の間に与えるものでもよい。一部の実施形態では、持続的療法の期間の間、たとえば、
１週間以上、または数か月間もしくは数年間、化合物を投与する。特定のがんタイプまた
は特定の患者に合わせた用量は、ある程度、以下の実施例で示すＧＩ５０、ＴＧＩ、およ
びＬＣ５０値に基づいて選択することができる。経口での投薬に特に好ましい製剤として
は、錠剤または溶液、特に、静脈内投与に適合した溶液、または経口投与／使用に適した
溶液が挙げられる。
【０２７１】
　[0223]化合物のヒト投与量が、少なくともいくつかの条件について確立されている場合
では、そうしたいくつかの投与量、またはその確立されたヒト投与量の約０．１％～５０
０％の間、より好ましくは約２５％～２５０％の間にある投与量を使用することができる
。新たに発見された医薬組成物での場合のように、確立された動物および／またはヒト投
与量がない場合では、適切な動物および／またはヒト投与量は、ＥＤ５０もしくはＩＤ５

０値、またはｉｎ　ｖｉｔｒｏもしくはｉｎ　ｖｉｖｏ研究から導かれた他の適正な値か
ら、動物における毒性研究および有効性研究によって適格とされたとおりに推測すること
ができる。
【０２７２】
　[0224]薬学的に許容される塩を投与する場合では、投与量は、遊離塩基として算出する
ことができる。当業者に理解されるとおり、ある種の状況では、本明細書で開示する化合
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物を、特に進行性の疾患または状態を効果的かつ集中的に治療するために、上述の好まし
い投与量範囲を上回る、またはなおはるかに上回る量で投与することが必要な場合もある
。
【０２７３】
　[0225]投与量の量および間隔は、調節作用の維持に十分である活性部位の血漿レベル、
または最小有効濃度（ＭＥＣ）が得られるように、個々に調整することができる。たとえ
ば、治療投薬量は、０．０５μｇ／ｍＬ、０．１μｇ／ｍＬ、０．５μｇ／ｍＬ、１μｇ
／ｍＬ、５μｇ／ｍＬ、１０μｇ／ｍＬ、１５μｇ／ｍＬ、２０μｇ／ｍＬ、２５μｇ／
ｍＬ、３０μｇ／ｍＬ、３５μｇ／ｍＬ、４０μｇ／ｍＬ、４５μｇ／ｍＬ、５０μｇ／
ｍＬ、５５μｇ／ｍＬ、６０μｇ／ｍＬ、６５μｇ／ｍＬ、７０μｇ／ｍＬ、７５μｇ／
ｍＬ、８０μｇ／ｍＬ、８５μｇ／ｍＬ、９０μｇ／ｍＬ、９５μｇ／ｍＬ、１００μｇ
／ｍＬ、または前述の数のいずれか２つを境界とする範囲、またはおよそ前述の数および
範囲のいずれかである血漿レベルをもたらすものでよい。一部の実施形態では、治療用量
は、約０．１μｇ／ｍＬ～約１０μｇ／ｍＬの範囲にある血漿レベルを確立するのに十分
である。他の実施形態では、治療用量は、１μｇ／ｍＬ～２０μｇ／ｍＬの範囲にある血
漿レベルを確立するのに十分である。ＭＥＣは、各化合物につき様々となるが、ｉｎ　ｖ
ｉｔｒｏデータから推定することができる。ＭＥＣを実現するのに必要な投与量は、個々
の特徴および投与経路によりけりである。しかし、ＨＰＬＣ検定および生物検定を使用し
て、血漿濃度を求めることができる。ＭＥＣ値を使用して、投薬間隔も決定することがで
きる。組成物は、その時間の１０～９０％、好ましくは３０～９０％の間、最も好ましく
は５０～９０％の間において、ＭＥＣを上回る血漿レベルが維持される計画を使用して投
与すべきである。局所投与または選択的取込みの場合において、薬物の有効局所濃度は、
血漿濃度と関係がないこともある。
【０２７４】
　[0226]本明細書で開示する化合物は、既知の方法を使用して、有効性および毒性を評価
することができる。たとえば、特定の化合物、またはある一定の化学部分が共通する、そ
の化合物の亜集団の毒性学は、哺乳動物、好ましくはヒトの細胞系などの細胞系に対する
ｉｎ　ｖｉｔｒｏ毒性を決定することにより確立できる。このような研究の結果は、多く
の場合、哺乳動物、またはより詳細にはヒトなどの動物における毒性を予測するものであ
る。別法として、マウス、ラット、ウサギ、サルなどの動物モデルにおける特定の化合物
の毒性を、既知の方法を使用して求めることができる。特定の化合物の有効性は、ｉｎ　
ｖｉｔｒｏ法、動物モデル、ヒト臨床試験など、広く知られているいくつかの方法を使用
して確立することができる。有効性を求めるためのモデルを選択するとき、当業者は、現
況技術を手引きとして、適切なモデル、用量、投与経路、および／または計画を選択する
ことができる。
【０２７５】
　[0227]本明細書に記載するとおり、実施形態の方法は、疾患状態を治療するために、本
明細書に記載する１種または複数の化合物を、１種または複数の追加の治療薬と共に使用
することも含む。したがって、たとえば、活性成分の組合せは、（１）同時製剤し、組合
せ製剤にして同時に投与もしくは送達してもよいし、（２）別の製剤として交代でもしく
は並行して送達してもよいし、または（３）当業界で知られている他のいずれかの併用療
法計画によるものとしてもよい。交代療法において送達がなされるとき、本明細書に記載
の方法は、活性成分を、たとえば、別個の溶液、乳濁液、懸濁液、錠剤、丸剤、もしくは
カプセル剤にして、または別個のシリンジに入った異なる注射によって、順次投与または
送達するステップを含むものでよい。一般に、交代療法の際、各活性成分の有効投与量は
、順次、すなわち、連続して投与されるのに対し、同時療法では、２種以上の活性成分の
有効投与量が一緒に投与される。種々の順序の断続的な併用療法を使用してもよい。
【実施例】
【０２７６】
ＣＳＡの合成：
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　[0228]本明細書に記載の化合物は、参照により本明細書に援用される米国特許第６，３
５０，７３８号に記載の方法などの既知の方法によって調製することができる。当業者な
ら、出発材料および試薬の軽微な変化を利用して、既知および新規の陽イオン性ステロイ
ド抗微生物薬を調製してよいことは容易に理解されよう。たとえば、米国特許第６，３５
０，７３８号で開示されているＣＳＡ－１３（化合物１３３）の調製を使用して、開示さ
れているオクチルアミンでなくヘキサデシルアミンを使用することにより、ＣＳＡ－９２
を調製することができる。図式的には、たとえば、ある特定の化合物の調製は、次のよう
に実現することができる。
【０２７７】
【化３３】

【０２７８】
　[0229]上に示したとおり、化合物１－Ａを、既知の条件を使用して、メシレートである
化合物１－Ｂに変換する。化合物１－ＢをＨＮＲ１Ｒ２などの第二級アミンで処理すると
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すると、化合物１－Ｄが得られる。適切な触媒としては、パラジウム炭素およびリンドラ
ー触媒が挙げられる。試薬ＨＮＲ１Ｒ２は、この反応スキームでは特に限定されない。た
とえば、Ｒ１が水素であり、Ｒ２がＣ８－アルキルであるとき、ＣＳＡ－１３が合成から
得られる。Ｒ１が水素であり、Ｒ２がＣ１６－アルキルであるとき、ＣＳＡ－９２が合成
から得られる。Ｒ１およびＲ２が両方ともＣ５－アルキルであるとき、ＣＳＡ－９０が合
成から得られる。
抗がん活性：
　[0230]化合物の抗増殖活性は、国立がん研究所（ＮＣＩ）検査において明らかにした（
Ｄｒｕｇ．Ｄｅｖ．Ｒｅｓ．１９９５、３４、９１～１０９、Ｊ．Ｎａｔｌ．Ｃａｎｃｅ
ｒ　Ｉｎｓｔ．１９９０、８２、１１０７～１１１２、Ｄｒｕｇ　Ｄｅｖ．Ｒｅｓ．１９
９５、３４、９１～１０９）。ある特定の化合物については、およそ６０種の異なるヒト
がん細胞系の細胞を、１００μＭから出発する試験化合物の５段階の１０倍希釈物と共に
４８時間インキュベートし、次いで、スルホローダミンＢ染料で処理した。他の化合物に
ついては、およそ６０種の異なるヒトがん細胞系の細胞を、１０μＭの濃度の試験化合物
と共に４８時間インキュベートした。記録された光学密度の、対照の光学密度に対する比
を、試験した化合物濃度の常用対数または（単濃度試験については）成長パーセントの関
数としてプロットした。５０％の成長百分率より上および下に位置する点の間で内挿を行
って、５０％成長阻害（ＧＩ５０）値を得た。総成長阻害（ＴＧＩ）および５０％致死濃
度（ＬＣ５０）も、報告した方法を使用して算出した。「－」は、試験せずおよび／また
は測定せずを意味する。
ＣＳＡ－１３
【０２７９】
【化３４】

【０２８０】
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【表２－１】

【０２８１】
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【表２－２】

【０２８２】
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【表２－３】

【０２８３】
ＣＳＡ－４４
【０２８４】
【化３５】

【０２８５】
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【表３－１】

【０２８６】
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【表３－２】

【０２８７】
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【表３－３】

【０２８８】
ＣＳＡ－９０
【０２８９】
【化３６】

【０２９０】
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【表４－１】

【０２９１】



(69) JP 6294352 B2 2018.3.14

10

20

30

40

【表４－２】

【０２９２】
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【表４－３】

【０２９３】
ＣＳＡ－９２
【０２９４】
【化３７】

【０２９５】



(71) JP 6294352 B2 2018.3.14

10

20

30

40

【表５－１】

【０２９６】
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【表５－２】

【０２９７】
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【表５－３】

【０２９８】
遺伝子調節活性：
　[0231]インターロイキン－６（「ＩＬ－６」）は、多発性骨髄腫や前立腺がんなどのが
んを始めとする多くの疾患における炎症および自己免疫過程を刺激する。さらに、進行／
転移性がん患者は、その血液中のＩＬ－６のレベルが高めである。その結果、調査では、
がん患者においてＩＬ－６レベルを低下させることが、ある特定のがんを治療し、かつ／
またはある特定のがんを（化学療法や放射線などの）追加の治療に感受性にするのに有用
な治療戦略であることが示唆されている。さらに、いくつかの遺伝子は、転移と関連する
ことが知られている（ＣＣＬ２、ＣＸＣＲ４、およびＮＦκＢ）。多発性骨髄腫細胞は、
（ＭＣＰ－１とも呼ばれる）ＣＣＬ２の受容体であるＣＣＲ２を発現させることが知られ
、これによって、多発性骨髄腫の骨髄微小環境への遊走が媒介される。多発性骨髄腫細胞
は、自己分泌効果のためにＣＣＬ２も発現させる。加えて、ＣＸＣＲ４は、多発性骨髄腫
病理生物学との関連が示唆されており、それ自体先端療法のターゲットである。さらに、
ＮＦκＢファミリーメンバーの多型性は、ＭＭの発症ならびに治療成果と関連している。
加えて、ＩＬ－１β、ＩＬ－６、ＴＮＦ－α、ＴＬＲ）も、多発性骨髄腫において枢要な
役割を果たすことが示されている。
【０２９９】
　[0232]合成セラゲニンＣＳＡ－１３、４４、および９０が、がん間葉幹細胞（ＭＳＣ）
と関係のある遺伝子レベルを調節する役割を明らかにするために、ＳＡＢｉｏｓｃｉｅｎ
ｃｅｓからのターゲットｍＲＮＡパネル、およびＬｏｎｚａからの初代細胞を評価のため
に選択した。細胞は、Ｌｏｎｚａ．ｃｏｍから購入し、推奨される培地および培養条件を
使用して、各試験について新たに使用した。純度については、処理後、Ｑｉａｇｅｎ　Ｒ
Ｎｅａｓｙ　Ｍｉｎｉ　Ｋｉｔ（登録商標）を使用してｍＲＮＡを単離し、ＮａｎｏＤｒ
ｏｐ　２０００（登録商標）を使用し、２６０ｎｍおよび２６０／２８０の比のＵＶによ
って、定量化した。創傷治癒経路についての選択された分析については、ＳＡＢｉｏｓｃ
ｉｅｎｃｅｓのＦｉｒｓｔ　Ｓｔｒａｎｄ　Ｋｉｔ（登録商標）を使用してｃＤＮＡを作
製し、同じ会社のキットを使用して、実時間ＰＣＲ用に加工した。分析および経路マッピ
ングについては、ｑ－ＰＣＲの結果をＳＡＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓサイトおよびＩｎｇｅ
ｎｕｉｔｙ．ｃｏｍウェブサイトにアップロードした。初代ヒトＭＳＣ細胞は、１日目に
、３ｍｌの推奨培地－　ｈＭＳＣ基礎培地＋ＢｕｌｌｅｔＫｉｔ（成長栄養補助剤５０ｍ
ｌ、Ｌ－グルタミン１０ｍｌ、およびゲンタマイシン硫酸塩アンホテリシン－Ｂ（Ａｍｐ
ｈｏｔｅｒｃｉｎ－Ｂ）０．５ｍｌ）を含有する６ウェルプレートを使用して、細胞２０
０，０００個／ウェルで２４時間播いておいた。早期継代の細胞だけを使用し、凍結スト
ックからは一切使用しなかった。２日目に、溶媒の影響を回避するために１：１０００ま
たはそれ以上に希釈したＤＭＳＯに溶解させた化合物で細胞を処理した。ＣＳＡ－１３の
最終試験濃度は、５．０μＭとした。処理を８時間続け、続いてＱＩＡＧＥＮ　ＲＮｅａ
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ｓｙ　Ｍｉｎｉ　Ｋｉｔ（登録商標）（７４１０４）を使用してＲＮＡを単離した。Ｎａ
ｎｏＤｒｏｐ　２０００（登録商標）を使用して２６０／２８０ｎｍでＲＮＡを測定し、
ウェルあたり２．４ｎｇに正規化し、ＱＩＡＧＥＮ　Ｆｉｒｓｔ　Ｓｔｒａｎｄ　ｋｉｔ
　３３０４０１を使用してｃＤＮＡ調製を行った。ｑ－ＰＣＲを絶対的定量として実施し
、閾値を０．１単位で設定した。樹状細胞は、５００μｌのＬｏｎｚａ　ＬＧＭ－３完全
成長培地を化合物と共に、また化合物なしで含有する２４ウェルプレートを使用して、細
胞５００，０００個／ウェルで播いた。処理を８時間続け、続いてＱＩＡＧＥＮ　ＲＮｅ
ａｓｙ　Ｍｉｎｉ　Ｋｉｔ（登録商標）（７４１０４）を使用してＲＮＡを単離した。Ｎ
ａｎｏＤｒｏｐ２０００（登録商標）を使用して２６０／２８０ｎｍでＲＮＡを測定し、
ウェルあたり２．４ｎｇに正規化し、ＱＩＡＧＥＮ　Ｆｉｒｓｔ　Ｓｔｒａｎｄ　ｋｉｔ
　３３０４０１を使用してｃＤＮＡ調製を行った。ＰＣＲを絶対的定量として実施し、閾
値は０．１単位で設定した。こうした実験の結果を、それぞれＣＳＡ－１３、４４、およ
び９０について、以下に要約する。
【０３００】

【表６】

【０３０１】
　[0233]上記結果は、ＣＳＡが、がんと関係のある遺伝子レベル、ならびに多発性骨髄腫
、前立腺がん、および子宮頸がんと特に関係のある遺伝子レベルを下向き調節し、かつ／
または低下させる能力を明らかに物語っている。したがって、ＣＳＡは、単独で、または
追加の抗がん薬、がん治療、および抗感染薬と併せて、患者において使用するための、魅
力ある新たな化学療法薬となる。さらに、遺伝子レベルを調節する能力は、ほとんどの細
菌についての対応する最小阻害濃度より低い濃度で生じる。たとえば、試験では、ＣＳＡ
－１３が、ほとんどの細菌に対するその最小阻害濃度（ＭＩＣ）値の１／１０である０．
１μｇ／ｍＬで、ＮＦκＢおよびＴＮＦ－αの両方に対して強力な抗炎症効果を有するこ
とが実証されている。さらに、ＣＳＡは、菌耐性が生じるのを防ぐのに特に長けている。
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他の「標準的な」抗生物質と比べた、ＣＳＡ菌耐性の見込みを明らかにするために、細菌
を連続的にＣＳＡ－１３に曝し、ＭＩＣ値を測定した。（実験プロトコールを記載してい
る）Ｐｏｌｌａｒｄ　ＪＥら、Ｊ．Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂ．Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒ．２０１
２、６７、２６６５～２６７２を参照されたい。データを以下の表に示す。
【０３０２】
【表７】

【０３０３】
追加研究：
　[0234]種々の細胞系に対する追加スクリーニングのために、上述の抗がんおよび抗増殖
効果にある程度基づき、ＣＳＡ－１３、ＣＳＡ－９０、およびＣＳＡ－１３８を選択した
。ＣＳＡ－１３８の構造を以下に再現する。
【０３０４】
【化３８】

【０３０５】
　[0235]最初の実験は、ＭＴＳ細胞生存能アッセイを使用して、ＣＳＡ－１３と多発性骨
髄腫細胞ＲＰＭＩ－８２２６で実施した。こうした実験の結果は、図１にグラフで表す。
事前の細胞作業に基づき、０．１、１、５、１０、および２０μｇ／ｍＬのＣＳＡ－１３
濃度を選択した。効果を２４時間、４８時間、および７２時間において評価した。３時点
のすべてにおいて、１μｇ／ｍＬ以上の用量で生存能が低下し、明白な用量効果が現れる
。したがって、この最初の実験では、多発性骨髄腫がん細胞、詳細にはＲＰＭＩ－８２２
６細胞系が、ＣＳＡ－１３による治療に感受性があることが示唆される。
【０３０６】
　[0236]ＣＳＡ－１３と多発性骨髄腫細胞系についての上述の結果にある程度基づき、ま
た代表的なＣＳＡ（４４、９０、および９２）について細胞傷害性効果を実証する追加の
ｉｎ　ｖｉｔｒｏ細胞アッセイを考慮して、ＣＳＡ１３、９０、および１３８を、５種の
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別個の多発性骨髄腫細胞系（Ｌ３６３、ＭＭ１Ｓ、ＯＰＭ２、ＲＰＭＩ、およびＵ２６６
）に対してスクリーニングにかけた。内因性抗微生物ペプチドであるＬＬ－３７も、この
細胞系に対してスクリーニングにかけた。この実験についてのＭＴＳ細胞生存能アッセイ
の結果は、図２に示す。生存能は、２４時間、４８時間、および７２時間において分析し
ており、図２には、２４時間の時点の結果を示す（４８時間および７２時間でも同様のデ
ータが得られた）。データは、独立した３つの実験を代表する。１μｇ／ｍＬおよび１０
μｇ／ｍＬのＣＳＡ濃度をＰＢＳ（リン酸緩衝溶液）のものと比較した。生存能の低下は
、ほとんどの細胞系において、３種すべてのＣＳＡ化合物に反応して、特に１０μｇ／ｍ
Ｌの濃度で認められた。興味深いことに、ＬＬ－３７についての２つの実験では、生存能
に対する効果が認められなかった。
【０３０７】
　[0237]追加の実験は、ＣＳＡ－１３８を０．５μｇ／ｍＬおよび１μｇ／ｍＬの濃度で
使用して実施した。ＭＴＳ細胞生存能アッセイの２４時間、４８時間、および７２時間に
おける結果を、５種の多発性骨髄腫細胞系について図３に示す。
【０３０８】
　[0238]ＭＴＳアッセイの結果は、トリパンブルー排除を使用した血球計数器での手計数
によっても検証した。結果は、図４にグラフで示す。手計数では、細胞生存能に対するＣ
ＳＡの効果が、ＭＴＳアッセイから得られた結果より顕著に示された。興味深いことに、
ＬＬ－３７は、種々の細胞系に対して毒性の影響を及ぼさないように思われたが、調査し
たＣＳＡでは、７２時間曝した後に計数された総細胞の顕著な減少が示された。
【０３０９】
　[0239]種々のＣＳＡが細胞死およびアポトーシスに与える効果は、アネキシンＶ／ＰＩ
染色でのフローサイトメトリーを使用して調査した。調査した詳細な細胞系は、多発性骨
髄腫細胞系Ｌ３６３、ＭＭ１Ｓ、ＯＰＭ２、ＲＰＭＩ、およびＵ２６６、ならびに（伝統
的には多発性骨髄腫細胞系であるとみなされるが、実際はＥＢＶ形質転換Ｂ細胞系である
）ＩＭ９、Ｊｕｒｋａｔ細胞（Ｔ細胞）、およびＮＫ９２（ＮＫ悪性細胞系）であった。
細胞は、当初、ＣＳＡ－１３、ＣＳＡ－９０、およびＣＳＡ－３８（すべてのＣＳＡにつ
いて濃度１０μｇ／ｍＬ）と共にインキュベートしてから７２時間後に評価したが、この
時点では本質的に生細胞が認められなかった（データは示さず）。この時点における同様
の効果は、ＣＤ１３８（＋）に富んだ多発性骨髄腫腫瘍細胞でも認められた（データは示
さず）。したがって、より早期の時点でデータを集め、図５に、インキュベートしてから
４時間後の結果を示し、図６に、インキュベートしてから８時間後の結果を示した。４時
間の時点でも、いくつかの細胞系の全域で、細胞死およびアポトーシスの両方が認められ
た。
【０３１０】
　[0240]フローサイトメトリー分析からの代表的なデータを図７および図８に示す。図９
には、移行の一例を、４時間および８時間の時点で、ＣＳＡ－１３について示す。データ
は、ＯＰＭ２細胞系についてのものであるが、試験した細胞系の多くで同様の結果が得ら
れた。結果、特に枠で強調した範囲は、ＣＳＡに曝された細胞培養物が、より複雑な側方
散乱（表面の複雑さ）およびより小さいＦＳＣ（より小さい大きさ）を増していく事象を
有する集団へと展開することを物語っている。図７には、Ｌ３６３細胞系に対するＣＳＡ
－９０の代表的データも示す。興味深いことに、４時間および８時間におけるアネキシン
Ｖ陽性は、アポトーシスを示唆することになるが、短い時間枠を考えると、このデータは
、直接の膜弱体化（膜分解（ｍｅｍｂｒａｎｏｌｙｓｉｓ）および／または壊死）を表し
ている可能性がある。図８に、ＣＳＡ－１３、ＣＳＡ－９０、およびＣＳＡ－３０につい
ての、ＩＭ９細胞とインキュベートしてから２４時間後の代表的なデータを示す。各プロ
ットにおけるｙ軸は、ＰＩ染色（死細胞）を表し、ｘ軸は、アネキシンＶ染色（アポトー
シス）を表す。データから、ＣＳＡ－１３およびＣＳＡ－９０によってアポトーシス移行
が誘発されているものの、依然としてＣＳＡ－１３８で処理した細胞の約５５．２％がＰ
Ｉ（＋）のみであることが示唆される。
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【０３１１】
　[0241]加えて、多発性骨髄腫の患者から骨髄吸引液を取得し、ＣＤ１３８（＋）に富ん
だ多発性骨髄腫初代細胞を、ＣＳＡ－１３、ＣＳＡ－９０、ＣＳＡ－１３８、およびＬＬ
－３７の存在下で１２時間培養した。ＣＳＡは、１μｇ／ｍＬ（一番左のバー）および１
０μｇ／ｍＬ（一番右のバー）で調査し、ＬＬ－３７は、１μｇ／ｍＬだけで調査し、未
処理対照に対する生存能を比較した。ＭＴＳ細胞生存能アッセイの結果を図９に示す。Ｃ
ＳＡ－１３８は、特に１０μｇ／ｍＬの濃度で、細胞生存能に最も大きな効果をもたらす
ことが認められた。
結論：
　[0242]さらに、前述の事項について、明瞭かつ明解にする目的で、実例および実施例を
介して多少詳しく述べてきたが、当業者なら、本開示の意図から逸脱することなく、多数
および種々の変更形態を作製してよいことは理解されよう。したがって、本明細書で開示
する形態は、例示的なものにすぎず、本開示の範囲を限定するものでなく、むしろ、本発
明の真の範囲および意図に随伴するすべての変更形態および代替形態も包含するものであ
ることをはっきりと理解すべきである。
　本発明の態様
態様１
　がんを治療する方法であって、
治療有効量の少なくとも１種の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ）または薬学的
に許容されるその塩を、それを必要とする患者に投与するステップを含む方法。
態様２
　治療を必要とする患者を特定するステップをさらに含む、態様１に記載の方法。
態様３
　がんの発症を予防する方法であって、
治療有効量の少なくとも１種の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ）または薬学的
に許容されるその塩を、前がん性の細胞もしくは組織または前悪性の細胞もしくは組織を
有する患者に投与するステップを含む方法。
態様４
　前がん性の細胞もしくは組織または前悪性の細胞もしくは組織を有する患者を特定する
ステップをさらに含む、態様３に記載の方法。
態様５
　前がん性の細胞または組織が、患者の子宮頸部に位置する、態様４に記載の方法。
態様６
　前がん性細胞が、顕微鏡によって特定される内皮細胞である、態様４から５のいずれか
一項に記載の方法。
態様７
　前がん性細胞が、Ｐａｐスメアによって特定される内皮細胞である、態様４から６のい
ずれか一項に記載の方法。
態様８
　患者が、子宮頸部異形成を有すると特定される、態様４から７のいずれか一項に記載の
方法。
態様９
　がんが子宮頸がんである、態様３から８のいずれか一項に記載の方法。
態様１０
　前がん性の細胞または組織が患者の皮膚に位置する、態様４に記載の方法。
態様１１
　患者が、日光性角化症を有すると特定される、態様１０に記載の方法。
態様１２
　がんが皮膚がんである、態様１０から１１のいずれか一項に記載の方法。
態様１３
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　ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩が局所投与される、態様３から１２のいずれか
一項に記載の方法。
態様１４
　ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩が、投与用のクリームとして製剤化される、態
様３から１３のいずれか一項に記載の方法。
態様１５
　がんを有する患者をがん治療に感受性にする方法であって、
治療有効量の少なくとも１種の陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ）または薬学的
に許容されるその塩を、がんを有する患者に投与するステップを含む方法。
態様１６
　患者ががん治療を受けている、態様１５に記載の方法。
態様１７
　患者が前立腺がんを有する、態様１５または１６に記載の方法。
態様１８
　患者がホルモン抵抗性前立腺がんを有する、態様１５から１７のいずれか一項に記載の
方法。
態様１９
　患者が頭頸部がんを有する、態様１５または１６に記載の方法。
態様２０
　患者が放射線抵抗性がんを有する、態様１５から１９のいずれか一項に記載の方法。
態様２１
　ＣＳＡによって、がんにおけるＩＬ－６レベルが低減される、態様１から２０のいずれ
か一項に記載の方法。
態様２２
　ＣＳＡが、式（Ｉ）の化合物または薬学的に許容されるその塩：
【化３９】

［式中、
環Ａ、Ｂ、ＣおよびＤは、独立に、飽和または完全もしくは部分的不飽和であり、但し、
環Ａ、Ｂ、ＣおよびＤの少なくとも２つは飽和であり、
ｍ、ｎ、ｐおよびｑは、独立に０または１であり、
Ｒ１からＲ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６およびＲ１８は、水素、ヒ
ドロキシル、置換または非置換アルキル、置換または非置換ヒドロキシアルキル、置換ま
たは非置換アルキルオキシアルキル、置換または非置換アルキルカルボキシアルキル、置
換または非置換アルキルアミノアルキル、置換または非置換アルキルアミノアルキルアミ
ノ、置換または非置換アルキルアミノアルキルアミノアルキルアミノ、置換または非置換
アミノアルキル、置換または非置換アリール、置換または非置換アリールアミノアルキル
、置換または非置換ハロアルキル、置換または非置換アルケニル、置換または非置換アル
キニル、オキソ、第二のステロイドに結合しているリンカー基、置換または非置換アミノ
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アルキルオキシ、置換または非置換アミノアルキルオキシアルキル、置換または非置換ア
ミノアルキルカルボキシ、置換または非置換アミノアルキルアミノカルボニル、置換また
は非置換アミノアルキルカルボキサミド、置換または非置換ジ（アルキル）アミノアルキ
ル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ
）－、置換または非置換アジドアルキルオキシ、置換または非置換シアノアルキルオキシ
、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換グアニジノアルキ
ルオキシ、置換または非置換第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および置換または
非置換グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、Ｑ５は、任意のア
ミノ酸の側鎖（グリシンの側鎖、すなわちＨを含む）であり、Ｐ．Ｇ．は、アミノ保護基
であり、
Ｒ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１７は、独立に、環Ａ、Ｂ、Ｃもし
くはＤの１つが不飽和であるとき、その部位の炭素原子の原子価が満たされるように欠損
しており、またはＲ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３およびＲ１４は、水素、ヒドロキシ
ル、置換または非置換アルキル、置換または非置換ヒドロキシアルキル、置換または非置
換アルキルオキシアルキル、置換または非置換アミノアルキル、置換または非置換アリー
ル、置換または非置換ハロアルキル、置換または非置換アルケニル、置換または非置換ア
ルキニル、オキソ、第二のステロイドに結合しているリンカー基、置換または非置換アミ
ノアルキルオキシ、置換または非置換アミノアルキルカルボキシ、置換または非置換アミ
ノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換ジ（アルキル）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ
－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、アジ
ドアルキルオキシ、シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－
Ｏ－、グアニジノアルキルオキシ、およびグアニジノアルキルカルボキシからなる群から
独立に選択され、Ｑ５は、任意のアミノ酸の側鎖であり、Ｐ．Ｇ．は、アミノ保護基であ
り、
但し、Ｒ１～４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８の
少なくとも２つまたは３つは、置換または非置換アミノアルキル、置換または非置換アミ
ノアルキルオキシ、置換または非置換アルキルカルボキシアルキル、置換または非置換ア
ルキルアミノアルキルアミノ、置換または非置換アルキルアミノアルキルアミノアルキル
アミノ、置換または非置換アミノアルキルカルボキシ、置換または非置換アリールアミノ
アルキル、置換または非置換アミノアルキルオキシアミノアルキルアミノカルボニル、置
換または非置換アミノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換アミノアルキルカル
ボキシアミド、第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、置換または非置換ジ（アルキル
）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ
（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、アジドアルキルオキシ、シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－
ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換グアニジノアルキルオキシ、および置
換または非置換グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択される］である
、態様１から２１のいずれか一項に記載の方法。
態様２３
　Ｒ１からＲ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６およびＲ１８が、水素、
ヒドロキシル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～
Ｃ２２）ヒドロキシアルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルオキシ－（Ｃ

１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルカルボキシ－（Ｃ１

～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２

２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）ア
ルキルアミノ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）ア
ルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ア
ミノアルキル、置換または非置換アリール、置換または非置換アリールアミノ－（Ｃ１～
Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ハロアルキル、置換または非置換
Ｃ２～Ｃ６アルケニル、置換または非置換Ｃ２～Ｃ６アルキニル、オキソ、第二のステロ
イドに結合しているリンカー基、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオキ
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シ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキ
ル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルカルボキシ、置換または非置換（
Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ア
ミノアルキルカルボキサミド、置換または非置換ジ（Ｃ１～Ｃ２２アルキル）アミノアル
キル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（
Ｈ）－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アジドアルキルオキシ、置換または非置換（
Ｃ１～Ｃ２２）シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－
、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルオキシ、置換または非置換（Ｃ

１～Ｃ２２）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および置換または非置換（Ｃ１～
Ｃ２２）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、Ｑ５は、任意の
アミノ酸の側鎖（グリシンの側鎖、すなわちＨを含む）であり、Ｐ．Ｇ．は、アミノ保護
基であり、
Ｒ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１７が、独立に、環Ａ、Ｂ、Ｃもし
くはＤの１つが不飽和であるとき、その部位の炭素原子の原子価が満たされるように欠損
しており、またはＲ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３およびＲ１４が、水素、ヒドロキシ
ル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ヒ
ドロキシアルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ２２

）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキル、置換または非置換アリ
ール、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）ハロアルキル、置換または非置換（Ｃ２～Ｃ６

）アルケニル、置換または非置換（Ｃ２～Ｃ６）アルキニル、オキソ、第二のステロイド
に結合しているリンカー基、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオキシ、
置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルカルボキシ、置換または非置換（Ｃ１

～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換ジ（Ｃ１～Ｃ２２アルキ
ル）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－
Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アジドアルキルオキシ、置換
または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）シアノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－
Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルオキシ、および
（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択され、Ｑ５は
、任意のアミノ酸の側鎖であり、Ｐ．Ｇ．は、アミノ保護基であり、
但し、Ｒ１～４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８の
少なくとも２つまたは３つは、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキル、置換
または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２

）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）
アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）
アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ（Ｃ１～Ｃ２２）アルキルアミノ、置
換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルカルボキシ、置換または非置換アリール
アミノ（Ｃ１～Ｃ２２）アルキル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルオ
キシ（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２

２）アミノアルキルアミノカルボニル、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アミノアルキ
ルカルボキシアミド、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）第四級アンモニウムアルキルカ
ルボキシ、置換または非置換ジ（Ｃ１～Ｃ２２アルキル）アミノアルキル、Ｈ２Ｎ－ＨＣ
（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、Ｈ２Ｎ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、置換または
非置換（Ｃ１～Ｃ２２）アジドアルキルオキシ、置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）シア
ノアルキルオキシ、Ｐ．Ｇ．－ＨＮ－ＨＣ（Ｑ５）－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、置換または非置換
（Ｃ１～Ｃ２２）グアニジノアルキルオキシ、および置換または非置換（Ｃ１～Ｃ２２）
グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択される、
態様１から２２のいずれか一項に記載の方法。
態様２４
　Ｒ１からＲ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６およびＲ１８が、水素、
ヒドロキシル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシア
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ルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（
Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８

）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ
－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８

）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノア
ルキル、非置換アリール、非置換アリールアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、オキソ、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル
オキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキシ
、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルアミノカルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）ア
ミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～Ｃ１８アルキル）アミノアルキル、非置
換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）第四級アンモニ
ウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルカルボキシ
からなる群から独立に選択され、
Ｒ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１７が、独立に、環Ａ、Ｂ、Ｃもし
くはＤの１つが不飽和であるとき、その部位の炭素原子の原子価が満たされるように欠損
しており、またはＲ５、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１３およびＲ１４が、水素、ヒドロキシ
ル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非
置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１

８）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル
アミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８

）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル
アミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非
置換アリール、非置換アリールアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、オキソ、非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ－（
Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキシ、非置換（
Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルアミノカルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキ
ルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～Ｃ１８アルキル）アミノアルキル、非置換（Ｃ１～
Ｃ１８）グアニジノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）第四級アンモニウムアルキ
ルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルカルボキシからなる群
から独立に選択され、
但し、Ｒ１～４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８の
少なくとも２つまたは３つは、水素、ヒドロキシル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、
非置換（Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルオキシ－
（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ１

８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非
置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１

～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキ
ルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非置換アリール、非置換アリールア
ミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、オキソ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキ
シ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換
（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルア
ミノカルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ

１～Ｃ１８アルキル）アミノアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルオキ
シ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）第四級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ

１～Ｃ１８）グアニジノアルキルカルボキシからなる群から独立に選択される、
態様１から２３のいずれか一項に記載の方法。
態様２５
　ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩が、式（ＩＡ）の化合物：
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【化４０】

から選択される、態様１から２４のいずれか一項に記載の方法。
態様２６
　環Ａ、Ｂ、ＣおよびＤが、独立に飽和である、態様１から２５のいずれか一項に記載の
方法。
態様２７
　Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２およびＲ１８が、水素、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換
（Ｃ１～Ｃ１８）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルオキシ－（Ｃ１

～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）ア
ルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（
Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１

８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミ
ノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル、非置換アリールアミノ－（Ｃ１～Ｃ１８）
アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミ
ノアルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキル
カルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）アミノアルキルアミノカルボニル、非置換（Ｃ１～
Ｃ１８）アミノアルキルカルボキサミド、非置換ジ（Ｃ１～Ｃ１８アルキル）アミノアル
キル、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１８）第四
級アンモニウムアルキルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～Ｃ１８）グアニジノアルキル
カルボキシからなる群から独立に選択され、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５

、Ｒ１６およびＲ１７が、水素および非置換（Ｃ１～Ｃ６）アルキルからなる群から独立
に選択される、
態様１から２６のいずれか一項に記載の方法。
態様２８
　Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２およびＲ１８が、水素、非置換（Ｃ１～Ｃ６）アルキル、非置換（
Ｃ１～Ｃ６）ヒドロキシアルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルオキシ－（Ｃ１～Ｃ

５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルカルボキシ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキル、
非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキル、（Ｃ１～Ｃ１６）ア
ルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルアミノ
－（Ｃ１～Ｃ１６）アルキルアミノ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキルアミノ、非置換（Ｃ１～Ｃ

１６）アミノアルキル、非置換アリールアミノ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキル、非置換（Ｃ１

～Ｃ５）アミノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）アミノアルキルオキシ－（Ｃ１

～Ｃ５）アルキル、非置換（Ｃ１～Ｃ５）アミノアルキルカルボキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ

５）アミノアルキルアミノカルボニル、非置換（Ｃ１～Ｃ５）アミノアルキルカルボキサ
ミド、非置換ジ（Ｃ１～Ｃ５アルキル）アミノ－（Ｃ１～Ｃ５）アルキル、非置換（Ｃ１

～Ｃ５）グアニジノアルキルオキシ、非置換（Ｃ１～Ｃ１６）第四級アンモニウムアルキ
ルカルボキシ、および非置換（Ｃ１～Ｃ１６）グアニジノアルキルカルボキシからなる群
から独立に選択される、態様１から２７のいずれか一項に記載の方法。
態様２９
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ８、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１４、Ｒ１６およびＲ１７
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が、それぞれ水素であり、Ｒ９およびＲ１３が、それぞれメチルである、態様１から２８
のいずれか一項に記載の方法。
態様３０
　Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２およびＲ１８が、アミノアルキルオキシ、アミノアルキルカルボキ
シ、アルキルアミノアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アルキルカルボニルアル
キル、ジ（アルキル）アミノアルキル、アルキルカルボキシアルキル、およびヒドロキシ
アルキルからなる群から独立に選択される、態様１から２９のいずれか一項に記載の方法
。
態様３１
　Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２が、アミノアルキルオキシおよびアミノアルキルカルボキシか
らなる群から独立に選択され、
Ｒ１８が、アルキルアミノアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、アルキルカルボニ
ルオキシアルキル、ジ（アルキル）アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、アルキオ
キシカルボニルアルキル、アルキルカルボキシアルキル、およびヒドロキシアルキルから
なる群から選択される、
態様１から３０のいずれか一項に記載の方法。
態様３２
　Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２が同じである、態様１から３１のいずれか一項に記載の方法。
態様３３
　Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２が、アミノアルキルオキシである、態様１から３２のいずれか
一項に記載の方法。
態様３４
　Ｒ１８が、アルキルアミノアルキルである、態様１から３３のいずれか一項に記載の方
法。
態様３５
　Ｒ１８が、アルコキシカルボニルアルキルである、態様１から３３のいずれか一項に記
載の方法。
態様３６
　Ｒ１８が、ジ（アルキル）アミノアルキルである、態様１から３３のいずれか一項に記
載の方法。
態様３７
　Ｒ１８が、アルキルカルボキシアルキルである、態様１から３３のいずれか一項に記載
の方法。
態様３８
　Ｒ１８がヒドロキシアルキルである、態様１から３３のいずれか一項に記載の方法。
態様３９
　Ｒ３、Ｒ７およびＲ１２が、アミノアルキルカルボキシである、態様１から３８のいず
れか一項に記載の方法。
態様４０
　Ｒ１８が、アルキルアミノアルキルである、態様１から３９のいずれか一項に記載の方
法。
態様４１
　Ｒ１８が、アルコキシカルボニルアルキルである、態様１から３９のいずれか一項に記
載の方法。
態様４２
　Ｒ１８が、ジ（アルキル）アミノアルキルである、態様１から３９のいずれか一項に記
載の方法。
態様４３
　Ｒ１８が、アルキルカルボキシアルキルである、態様１から３９のいずれか一項に記載
の方法。
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態様４４
　Ｒ１８が、ヒドロキシアルキルである、態様１から３９のいずれか一項に記載の方法。
態様４５
　Ｒ３、Ｒ７、Ｒ１２およびＲ１８が、アミノ－Ｃ３－アルキルオキシ、アミノ－Ｃ３－
アルキル－カルボキシ、アミノ－Ｃ２－アルキルカルボキシ、Ｃ８－アルキルアミノ－Ｃ

５－アルキル、Ｃ８－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ１０－アルコキシ－
カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ８－アルキル－カルボニル－Ｃ４－アルキル、ジ－（Ｃ

５－アルキル）アミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１３－アルキルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ

６－アルコキシ－カルボニル－Ｃ４－アルキル、Ｃ６－アルキル－カルボキシ－Ｃ４－ア
ルキル、Ｃ１６－アルキルアミノ－Ｃ５－アルキル、Ｃ１２－アルキルアミノ－Ｃ５－ア
ルキル、およびヒドロキシ（Ｃ５）アルキルからなる群から独立に選択される、態様１か
ら４４のいずれか一項に記載の方法。
態様４６
　ｍ、ｎ、およびｐが、それぞれ１であり、ｑが０である、態様１から４５のいずれか一
項に記載の方法。
態様４７
　ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩が、式（ＩＢ）の化合物：
【化４１】

から選択される、態様１から４６のいずれか一項に記載の方法。
態様４８
　ＣＳＡまたは薬学的に許容されるその塩が、
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【化４２－２】

からなる群から選択される、態様１から４７のいずれか一項に記載の方法。
態様４９
　式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩が、

【化４３】

である、態様１から４８のいずれか一項に記載の方法。
態様５０
　式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩が、
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【化４４】

である、態様１から４８のいずれか一項に記載の方法。
態様５１
　式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩が、
【化４５】

である、態様１から４８のいずれか一項に記載の方法。
態様５２
　式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩が、
【化４６】

である、態様１から４８のいずれか一項に記載の方法。
態様５３
　式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩が、
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【化４７】

である、態様１から４８のいずれか一項に記載の方法。
態様５４
　式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩が、

【化４８】

である、態様１から４８のいずれか一項に記載の方法。
態様５５
　式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩が、

【化４９】

である、態様１から４８のいずれか一項に記載の方法。
態様５６
　式（ＩＩＩ）の化合物または薬学的に許容されるその塩が、



(89) JP 6294352 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

【化５０】

である、態様１から４８のいずれか一項に記載の方法。
態様５７
　式（ＩＢ）の化合物または薬学的に許容されるその塩が、

【化５１】

である、態様１から４８のいずれか一項に記載の方法。
態様５８
　薬学的に許容される塩が、塩酸付加塩、硫酸付加塩、またはスルホン酸付加塩である、
態様１から５７のいずれか一項に記載の方法。
態様５９
　薬学的に許容される塩が、硫酸付加塩または１，５－ナフタレンジスルホン酸付加塩で
ある、態様１から５８のいずれか一項に記載の方法。
態様６０
　薬学的に許容される塩が、一塩酸塩、二塩酸塩、三塩酸塩、または四塩酸塩である、態
様１から５９のいずれか一項に記載の方法。
態様６１
　非ＣＳＡ化学療法薬を患者に投与するステップをさらに含む、態様１から６０のいずれ
か一項に記載の方法。
態様６２
　非ＣＳＡ化学療法薬が、アルキル化剤、アントラサイクリン、細胞骨格破壊剤、エポチ
ロン、ヒストンデアセチラーゼ阻害剤、トポイソメラーゼ阻害剤、キナーゼ阻害剤、モノ
クローナル抗体、ヌクレオチド類似体、ペプチド抗生物質、白金系薬剤、レチノイド、お
よびビンカアルカロイドからなる群から選択される、態様６１に記載の方法。
態様６３
　非ＣＳＡ化学療法薬が、アクチノマイシン、全トランス型レチノイン酸、アザシチジン
、アザチオプリン、ブレオマイシン、ボルテゾミブ、カンプトテシン、カルボプラチン、
カペシタビン、シスプラチン、クロラムブシル、シクロホスファミド、シタラビン、ダウ
ノルビシン、ドセタキセル、ドキシフルリジン、ドキソルビシン、エピルビシン、エポチ
ロン、エトポシド、フルオロウラシル、ゲムシタビン、ヒドロキシ尿素、イダルビシン、
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イマチニブ、イリノテカン、メクロレタミン、メルカプトプリン、メトトレキセート、ミ
トキサントロン、オキサリプラチン、パクリタキセル、ペメトレキセド、テニポシド、チ
オグアニン、トポテカン、バルルビシン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンデシン
、およびビノレルビンからなる群から選択される、態様６２に記載の方法。
態様６４
　がんが、白血病、非小細胞肺がん、結腸がん、ＣＮＳがん、皮膚がん、卵巣がん、腎が
ん、前立腺がん、乳がん、多発性骨髄腫、または口腔がんである、態様１から６３のいず
れか一項に記載の方法。
態様６５
　がんが、白血病、非小細胞肺がん、結腸がん、ＣＮＳがん、皮膚がん、卵巣がん、腎が
ん、前立腺がん、または乳がんである、態様１から６４のいずれか一項に記載の方法。
態様６６
　がんが、消化管のがん、血液のがん、骨がん、骨起源のがん、または血液系がんである
、態様１から６５のいずれか一項に記載の方法。
態様６７
　悪心を緩和する化合物を投与するステップをさらに含む、態様１から６６のいずれか一
項に記載の方法。
態様６８
　疼痛を緩和する化合物を投与するステップをさらに含む、態様１から６７のいずれか一
項に記載の方法。
態様６９
　ＣＳＡが
【化５２】

でないことを条件とする、態様１から６８のいずれか一項に記載の方法。
態様７０
　がんが多発性骨髄腫である、態様１から６９のいずれか一項に記載の方法。
態様７１
　がんが、ボルテゾミブ抵抗性多発性骨髄腫、再発した多発性骨髄腫、または抗療性の多
発性骨髄腫である、態様１から７０のいずれか一項に記載の方法。
態様７２
　がんが口腔がんであり、ＣＳＡが、マウスウォッシュまたはマウスリンス製剤として投
与される、態様１から６９のいずれか一項に記載の方法。
態様７３
　投与されたＣＳＡによって、患者におけるがんおよび感染の両方が治療または予防され
る、態様１から７１のいずれか一項に記載の方法。
態様７４
　感染が細菌感染である、態様７２に記載の方法。
態様７５
　細胞増殖を減少させる方法であって、陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ）を、
ＣＣＲＦ－ＣＥＭ、ＨＬ－６０（ＴＢ）、Ｋ－５６２、ＭＯＬＴ－４、ＲＰＭＩ－８２２
６、ＳＲ、Ａ５４９／ＡＴＣＣ、ＥＫＶＸ、ＨＯＰ－６２、ＨＯＰ－９２、ＮＣＩ－Ｈ２
２６、ＮＣＩ－Ｈ２３、ＮＣＩ－Ｈ３２２Ｍ、ＮＣＩ－Ｈ４６０、ＮＣＩ－Ｈ５２２、Ｃ
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ＯＬＯ２０５、ＨＣＣ－２９９８、ＨＣＴ－１１６、ＨＣＴ－１５、ＨＴ２９、ＫＭ１２
、ＳＷ－６２０、ＳＦ－２６８、ＳＦ－２９５、ＳＦ－５３９、ＳＮＢ－１９、ＳＮＢ－
７５、Ｕ２５１、ＬＯＸ　ＩＭＶＩ、ＭＡＬＭＥ－３Ｍ、Ｍ１４、ＳＫ－ＭＥＬ－２、Ｓ
Ｋ－ＭＥＬ－２８、ＳＫ－ＭＥＬ－５、ＵＡＣＣ－２５７、ＵＡＣＣ－６２、ＩＧＲＯＶ
１、ＯＶＣＡＲ－３、ＯＶＣＡＲ－４、ＯＶＣＡＲ－５、ＯＶＣＡＲ－８、ＮＣＩ／ＡＤ
Ｒ－ＲＥＳ、ＳＫ－ＯＶ－３、７８６－０、Ａ４９８ｌ、ＡＣＨＮ、ＣＡＫＩ－１、ＲＸ
Ｆ３９３、ＳＮ１２Ｃ、ＴＫ－１０、ＵＯ－３１、ＰＣ－３、ＤＵ－１４５、ＭＣＦ７、
ＮＣＩ－ＡＤＲ－ＲＥＳ、ＭＤＡ－ＭＢ－２３１／ＡＴＣＣ、ＨＳ５７８Ｔ、ＭＤＡ－Ｍ
Ｂ－４３５、ＭＤＡ－ＭＢ－４６８、ＢＴ－５４９、およびＴ－４７Ｄからなる群から選
択される細胞と接触させるステップを含む方法。
態様７６
　次の構造：
【化５３】

を有する化合物または薬学的に許容されるその塩。
態様７７
　薬学的に許容される塩が、塩酸付加塩、硫酸付加塩、またはスルホン酸付加塩である、
態様７５に記載の化合物。
態様７８
　薬学的に許容される塩が、四塩酸付加塩または１，５－ナフタレンジスルホン酸付加塩
である、態様７６に記載の化合物。
態様７９
　ＣＳＡが、患者においてバイオマーカーを測定することにより選択される、態様１から
７７のいずれか一項に記載の方法。
態様８０
　バイオマーカーが、ＣＳＡに対する細胞応答である、態様７８に記載の方法。
態様８１
　細胞応答が細胞傷害性である、態様７９に記載の方法。
態様８２
　患者からのサンプルをコンパニオン診断デバイスにかけることによって、１種または複
数の化学療法薬を選択するステップをさらに含む、態様１から７３および７８から８０の
いずれか一項に記載の方法。
態様８３
　コンパニオン診断デバイスによって、患者におけるバイオマーカーが測定される、態様
８１に記載の方法。
態様８４
　バイオマーカーが、１種または複数の化学療法薬に対する細胞応答である、態様８２に
記載の方法。
態様８５
　細胞応答が細胞傷害性である、態様８３に記載の方法。
態様８６
　アルブミンまたは界面活性剤と複合化された陽イオン性ステロイド抗微生物薬（ＣＳＡ
）。
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態様８７
　態様２２から５７において規定したとおりである、態様８５に記載のＣＳＡ。
態様８８
　ＣＳＡとアルブミンまたは界面活性剤とを含む医薬組成物。
態様８９
　ＣＳＡが、態様２２から６０において規定したとおりである、態様８７に記載の医薬組
成物。
態様９０
　それを必要とする患者においてＩＬ－６レベルを低下させる方法であって、態様２２か
ら６０において規定したとおりのＣＳＡを投与するステップを含む方法。
態様９１
　患者ががんまたは前がん性細胞を有する、態様８９に記載の方法。
態様９２
　患者が、前記態様のいずれか一項において規定したとおりのがんまたは前がん性細胞を
有する、態様８９に記載の方法。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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