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(57)【要約】
【課題】細胞遊走による生体の再生能を促進する効果を有する創傷治癒促進剤を提供する
ことをその主な課題とする。
【解決手段】一般式（Ｉ）
【化３】
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[式中の記号は明細書に記載のとおり]で示される２−ベンズアゼピン誘導体および２−
イソキノリン誘導体、またはその医薬上許容される塩を有効成分として含有する創傷治癒
促進剤を提供する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（Ｉ）
【化１】
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[式中、Ｒ１は水素原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、アルキルチオ
基、置換又は無置換の炭素数１〜６のアルキル基、置換又は無置換の炭素数２〜８のアル
ケニル基、置換又は無置換の炭素数２〜８のアルキニル基、置換又は無置換の炭素数１〜
８のアルコキシ基、置換又は無置換の炭素数２〜８のカルボニル基、置換又は無置換の炭
素数５〜８のアリール基、置換又は無置換の炭素数３〜８のシクロアルキル基、あるいは
置換又は無置換の炭素数３〜８のシクロヘテロアルキル基を表し、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は、
それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、チオール基、アミノ基、
カルバモイル基、置換又は無置換の炭素数１〜６のアルキル基、置換又は無置換の炭素数
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２〜８のアルケニル基、置換又は無置換の炭素数２〜８のアルキニル基、置換又は無置換
の炭素数１〜８のアルコキシ基、置換又は無置換の炭素数２〜８のカルボニル基、置換又
は無置換の炭素数５〜８のアリール基、置換又は無置換の炭素数３〜８のシクロアルキル
基、あるいは置換又は無置換の炭素数３〜８のシクロヘテロアルキル基を表し、Xは２つ
の水素原子又は１つの酸素原子、Ｎは０または１である]で表される化合物または医薬上
許容される塩を有効成分として含有する創傷治癒促進剤。
【請求項２】
一般式（Ｉ）のＲ１は、水素原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、アル
キルチオ基、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル
基、２，２，２−トリフルオロエチル基、ヒドロキシエチル基、ベンジル基、（４−トリ
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フルオロメチルベンジル）アミノメチル基、ビニル基、アリル基、プロペニル基、イソプ
ロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、エチニル基、プ
ロピニル基、ブチニル基、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、２−プロペ
ニルオキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプ
チルオキシ基、オクチルオキシ基、（２−ヒドロキシオクチル）オキシ基、イソノナオキ
シ基、ベンジルオキシ基、またはピリジルアミノプロポキシ基、ホルミル基、アセチル基
、プロピオニル基、ブチリル基、バレリル基、ヘキサノイル基、メタクリロイル基、カル
ボキシ基、メトキシカルボニル基、ベンゾキシ基、ヒドロキシカルボニル基、アセトキシ
基、シクロヘキサンカルボニル基、ベンゾイル基、シナモイル基、フェニル基、トリル基
、クロロフェニル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基、ピペリジン基、モルフォリ
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ニル基またはピロリジニル基等から選ばれ、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は、それぞれ独立し
て、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アルキルチオ基、アミノ基、カルバモイ
ル基、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、２
，２，２−トリフルオロエチル基、ヒドロキシエチル基、ベンジル基、（メトキシカルボ
ニル）メチル基、（エトキシカルボニル）メチル基、（ジメチルアミノカルボニル）メチ
ル基、（４−トリフルオロメチルベンジル）アミノメチル基、ビニル基、アリル基、プロ
ペニル基、イソプロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基
、エチニル基、プロピニル基、ブチニル基、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキ
シ基、２−プロペニルオキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシ
ルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、（２−ヒドロキシオクチル）オキシ
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基、イソノナオキシ基、ベンジルオキシ基、ピリジルアミノプロポキシ基、ホルミル基、
アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、バレリル基、ヘキサノイル基、メタクリロイ
ル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、ベンゾキシ基、ヒドロキシカルボニル基、
アセトキシ基、シクロヘキサンカルボニル基、ベンゾイル基、シナモイル基、フェニル基
、トリル基、クロロフェニル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基、ピペリジン基、
モルフォリニル基またはピロリジニール基等から選ばれるものであり、Xが酸素原子であ
り、Ｎが０または１である請求項１に記載の創傷治癒促進剤。
【請求項３】
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−メチル−８−メトキシ−１，２，４，
５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
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Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−メチル−１，２，４，５，テトラヒド
ロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−エチル−４−メチル−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−
オン、
Ｎ−メチル−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−メチル−４−メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズ
アゼピン−３−オン、
Ｎ−エチル−４−メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズ
アゼピン−３−オン、
Ｎ−ブチル−４−（メトキシカルボニル）メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テ
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トラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−イソプロピル−４−メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−
ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−（エトキシカルボニル）メチル−８−
ヒドロキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−（エトキシカルボニル）メチル−８−
メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−（メトキシカルボニル）メチル−１，
２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒ
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ドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−メチル−７−メトキシ−１，２，４，
５，テトラヒドロ−２（１Ｈ）−イソキノリン−３−オン、
またはこれらの医薬上許容される塩より選択される請求項１に記載の創傷治癒促進剤。
【請求項４】
創傷治癒が、細胞遊走を促進することによるものである請求項１〜３のいずれかに記載
の創傷治癒促進剤。
【請求項５】
創傷治癒が、皮膚および／または角膜の損傷に対するものである請求項１〜４のいずれ
かに記載の創傷治癒促進剤。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、上皮細胞組織の損傷に用いる創傷治癒促進剤に関する。本発明は、皮膚や角
膜・結膜などの上皮細胞において、細胞遊走を促進する創傷治癒促進剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
上皮細胞組織の損傷としては、皮膚、角膜、結膜などに対する損傷があり、皮膚の損傷
は、外科的切開、皮膚潰瘍、火傷、裂傷、擦過傷、褥瘡などの表皮細胞の創傷である。ま
た、角膜の損傷は、角膜潰瘍、角膜上皮剥離、角膜炎、ドライアイによって起こった角膜
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上皮組織の損傷である。創傷の治療法としては、受傷部を消毒、あるいは縫合し、生体自
身の自然の回復力によって受傷部が治癒するのを待つのが一般的である。しかしながら、
このような自然治癒では回復までに長期間を要し、痛みを始めとした患者の苦痛は並大抵
のものではない。そこで、自然治癒に頼ることなく、積極的かつ直接的に治癒を促進させ
ることが望まれている。創傷の治癒は一般に細胞増殖による新しい結合組織および上皮組
織の形成に依存するため、創傷の治癒に関与する細胞の分化・増殖過程を刺激あるいは促
進する薬剤が有効であると考えられていた。細胞の分化・増殖過程を刺激あるいは促進す
る薬剤として、ペプチド化合物（特許文献１）、イミダゾール化合物（特許文献２）、あ
るいは天然物から抽出したシス−６−ヘキサデセン酸（特許文献３）や新規なペプチド（
特許文献４）等が報告されている。
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【０００３】
その他、コラーゲン、キチン、キトサンなどの細胞外マトリックスを生着する方法、お
よび人工皮膚を生着する方法、サイトカインや細胞増殖因子等を直接生体に投与するので
はなく、創傷治癒に有効な産生物質の一種である細胞成長因子を産生する細胞を組み込ん
だ形の医療材料も報告されている（特許文献５）。
【０００４】
また、ベンズアゼピン誘導体に関しては、その製造法および医薬品としての用途が開示
されている。抗菌薬として（特許文献６）、血液凝固因子であるフィブリノーゲン拮抗薬
として（特許文献７）、抗不整脈用として（特許文献８）、あるいは細胞接着因子である
ビトロネクチンのレセプターに拮抗し、炎症、癌、心臓血管障害および骨粗鬆症の治療に
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有効であることも明らかにされている（特許文献９）。しかしながら、細胞遊走促進効果
による創傷治癒効果を開示するものではない。
【０００５】
一方、イソキノリン誘導体の医薬品としての用途としては、テトラヒドロイソキノリン
誘導体が癌遺伝子であるＥＲａｓ遺伝子の発現抑制作用を有するため、抗腫瘍剤として有
用であるとしたもの（特許文献１０）や、骨形成を促進するという報告（特許文献１１）
がある。しかしながら、２−イソキノリン誘導体が創傷治癒促進効果を有することは不明
であった。
【特許文献１】特開２００３−２３１６９５号公報
【特許文献２】特許第３０３８５１９号公報
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【特許文献３】特開２００５−１７９１９０号公報
【特許文献４】特許第３６７３３０５号公報
【特許文献５】特開平８−１９８７６３号公報
【特許文献６】特開２００４‐５３６０７９号公報
【特許文献７】特許第３４９７１６４号公報
【特許文献８】特表平９−５０１４０５号公報
【特許文献９】特表２００１−５０１９３６号公報
【特許文献１０】特開２００６−０３６６７１号公報
【特許文献１１】特表２００６−５０８０５１号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上記の創傷治癒促進剤は、治癒効果、安定性や実用化の面から、充分に満足し得るもの
ではないと考えられる。本発明はこれらの点を鑑み、細胞遊走による生体の再生能を促進
させることにより、創傷に対して、さらに有用な創傷治癒促進剤を提供することをその主
な課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者等は、２−ベンズアゼピン誘導体および２−イソキノリン誘導体が、皮膚およ
び角膜の損傷に対し創傷治癒促進効果を有することを見出し、本発明を完成するに至った
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。
【０００８】
すなわち、本発明は以下の（１）〜（５）を提供する。
【０００９】
（１）一般式（Ｉ）
【００１０】
【化２】
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［式中、Ｒ１は水素原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、アルキルチオ
ール基、置換又は無置換の炭素数１〜６のアルキル基、置換又は無置換の炭素数２〜８の
アルケニル基、置換又は無置換の炭素数２〜８のアルキニル基、置換又は無置換の炭素数
１〜８のアルコキシ基、置換又は無置換の炭素数２〜８のカルボニル基、置換又は無置換
の炭素数５〜８のアリール基、置換又は無置換の炭素数３〜８のシクロアルキル基、ある
２

いは置換又は無置換の炭素数３〜８のシクロヘテロアルキル基を表し、Ｒ

、Ｒ

３
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４

、Ｒ

は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、チオール基、アミノ
基、カルバモイル基、置換又は無置換の炭素数１〜６のアルキル基、置換又は無置換の炭
素数２〜８のアルケニル基、置換又は無置換の炭素数２〜８のアルキニル基、置換又は無
置換の炭素数１〜８のアルコキシ基、置換又は無置換の炭素数２〜８のカルボニル基、置
換又は無置換の炭素数５〜８のアリール基、置換又は無置換の炭素数３〜８のシクロアル
キル基、あるいは置換又は無置換の炭素数３〜８のシクロヘテロアルキル基を表し、Ｘは
２つの水素原子又は１つの酸素原子、Ｎは０または１である］で表される化合物または医
薬上許容される塩を有効成分として含有する創傷治癒促進剤。
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【００１１】
（２）

一般式（Ｉ）のＲ

１

は、水素原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル

基、アルキルチオ基、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イ
ソブチル基、２，２，２−トリフルオロエチル基、ヒドロキシエチル基、ベンジル基、（
４−トリフルオロメチルベンジル）アミノメチル基、ビニル基、アリル基、プロペニル基
、イソプロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、エチニ
ル基、プロピニル基、ブチニル基、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、２
−プロペニルオキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ
基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、（２−ヒドロキシオクチル）オキシ基、イソ
ノナオキシ基、ベンジルオキシ基、またはピリジルアミノプロポキシ基、ホルミル基、ア
セチル基、プロピオニル基、ブチリル基、バレリル基、ヘキサノイル基、メタクリロイル
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基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、ベンゾキシ基、ヒドロキシカルボニル基、ア
セトキシ基、シクロヘキサンカルボニル基、ベンゾイル基、シナモイル基、フェニル基、
トリル基、クロロフェニル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基、ピペリジン基、モ
ルフォリニル基またはピロリジニル基等から選ばれ、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は、それぞ
れ独立して、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アルキルチオ基、アミノ基、カ
ルバモイル基、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチ
ル基、２，２，２−トリフルオロエチル基、ヒドロキシエチル基、ベンジル基、（メトキ
シカルボニル）メチル基、（エトキシカルボニル）メチル基、（ジメチルアミノカルボニ
ル）メチル基、（４−トリフルオロメチルベンジル）アミノメチル基、ビニル基、アリル
基、プロペニル基、イソプロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプ
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テニル基、エチニル基、プロピニル基、ブチニル基、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキ
シエトキシ基、２−プロペニルオキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基
、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、（２−ヒドロキシオクチル
）オキシ基、イソノナオキシ基、ベンジルオキシ基、ピリジルアミノプロポキシ基、ホル
ミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、バレリル基、ヘキサノイル基、メタ
クリロイル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、ベンゾキシ基、ヒドロキシカルボ
ニル基、アセトキシ基、シクロヘキサンカルボニル基、ベンゾイル基、シナモイル基、フ
ェニル基、トリル基、クロロフェニル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基、ピペリ
ジン基、モルフォリル基またはピロリジニル基等から選ばれるものであり、Ｘが酸素原子
であり、Ｎが０または１である上記（１）に記載の創傷治癒促進剤。
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【００１２】
（３）

Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−メチル−８−メトキシ−１，

２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−メチル−１，２，４，５，テトラヒド
ロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−エチル−４−メチル−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−
オン、
Ｎ−メチル−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−メチル−４−メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズ
アゼピン−３−オン、
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Ｎ−エチル−４−メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズ
アゼピン−３−オン、
Ｎ−ブチル−４−（メトキシカルボニル）メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テ
トラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−イソプロピル−４−メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−
ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−（エトキシカルボニル）メチル−８−
ヒドロキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−（エトキシカルボニル）メチル−８−
メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
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Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−（メトキシカルボニル）メチル−１，
２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒ
ドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン、
Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−メチル−７−メトキシ−１，２，４，
５，テトラヒドロ−２（１Ｈ）−イソキノリン−３−オン、
またはこれらの医薬上許容される塩より選択される上記（１）に記載の創傷治癒促進剤。
【００１３】
（４）創傷治癒が、細胞遊走を促進することによるものである上記（１）〜（３）のい
ずれかに記載の創傷治癒促進剤。
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【００１４】
（５）創傷治癒が、皮膚および／または角膜の損傷に対するものである（１）〜（４）
のいずれかに記載の創傷治癒促進剤。
【発明の効果】
【００１５】
本発明により、細胞遊走による生体の再生能を促進し、それにより創傷治癒を促進する
効果を有する創傷治癒促進剤を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
本発明は、２−ベンズアゼピン誘導体および／または２−イソキノリン誘導体を有効成
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分として含有する創傷治癒促進剤を提供する。
【００１７】
本発明の細胞遊走を促進する創傷治癒促進剤とは、以下のメカニズムによる細胞遊走を
促進することによる創傷治癒効果を現す薬剤のことである。すなわち、創傷が起きるとそ
こで壊れた血小板から増殖因子や遊走因子が放出され、それらの因子に誘引されて、好中
球やマクロファージが創傷部に遊走し、表皮細胞の遊走、分裂が始まり表皮層が再生され
てゆく。ついで線維芽細胞の遊走、分裂が起こりコラーゲンなどの線維が産生され真皮層
が修復されることにより創傷が治癒する。
【００１８】
本発明の創傷治癒促進剤の有効成分となる化合物は、一般式（Ｉ）で示される２−ベン
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ズアゼピン誘導体および２−イソキノリン誘導体から選択される１以上の化合物である。
【００１９】
【化２】

20
【００２０】
一般式（Ｉ）のＲ１は、水素原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、アル
キルチオ基、置換又は無置換の炭素数１〜６のアルキル基、置換又は無置換の炭素数２〜
８のアルケニル基、置換又は無置換の炭素数２〜８のアルキニル基、置換又は無置換の炭
素数１〜８のアルコキシ基、置換又は無置換の炭素数２〜８のカルボニル基、置換又は無
置換の炭素数５〜８のアリール基、置換又は無置換の炭素数３〜８のシクロアルキル基、
あるいは置換又は無置換の炭素数３〜８のシクロヘテロアルキル基を表している。
【００２１】
一般式（Ｉ）のＲ１で表される炭素数１〜６のアルキル基としては、直鎖状であっても
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分岐状であってもよく、また置換されていてもよい。好ましい置換基としては、ハロゲン
原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、カルボニル基、アルコキシ基である
か、あるいは炭素数５〜８のアリール基、炭素数５〜８のアリールオキシ基、炭素数５〜
８のアリールアミノ基、５員又は６員のシクロアルキル基、あるいはシクロヘテロアルキ
ルヘテロ環等が挙げられ、これらは更に置換されていてもよい。Ｒ１で表される具体的な
アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イ
ソブチル基、２，２，２−トリフルオロエチル基、ヒドロキシエチル基、ベンジル基、ま
たは（４−トリフルオロメチルベンジル）アミノメチル基が挙げられる。
【００２２】
一般式（Ｉ）のＲ１で表される炭素数２〜８のアルケニル基としては、直鎖状であって
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も分岐状であってもよく、また置換されていてもよい。好ましい置換基としては、ハロゲ
ン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、カルボニル基、アルコキシ基であ
るか、あるいは炭素数５〜８のアリール基、炭素数５〜８のアリールオキシ基、炭素数５
〜８のアリールアミノ基、５員又は６員のシクロアルキル基、あるいはシクロヘテロアル
キルヘテロ環等が挙げられ、これらは更に置換されていてもよい。Ｒ１で表される具体的
なアルケニル基としては、ビニル基、アリル基、プロペニル基、イソプロペニル基、ブテ
ニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基等が挙げられる。
【００２３】
一般式（Ｉ）のＲ１で表される炭素数２〜８のアルキニル基としては、直鎖状であって
も分岐状であってもよく、また置換されていてもよい。好ましい置換基としては、ハロゲ
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ン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、カルボニル基、アルコキシ基であ
るか、あるいは炭素数５〜８のアリール基、炭素数５〜８のアリールオキシ基、炭素数５
〜８のアリールアミノ基、５員又は６員のシクロアルキル基、あるいはシクロヘテロアル
キルヘテロ環等が挙げられ、これらは更に置換されていてもよい。Ｒ１で表される具体的
なアルキニル基としては、エチニル基、プロピニル基、ブチニル基等が挙げられる。
【００２４】
一般式（Ｉ）のＲ１で表される炭素数１〜８のアルコキシ基としては、直鎖状であって
も分岐状であってもよく、また置換されていてもよい。好ましい置換基としては、ハロゲ
ン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、カルボニル基であるか、あるいは
炭素数５〜８のアリール基、炭素数５〜８のアリールオキシ基、炭素数５〜８のアリール
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アミノ基、５員又は６員のシクロアルキル基、あるいはシクロヘテロアルキルヘテロ環等
が挙げられ、これらは更に置換されていてもよい。Ｒ１で表される具体的なアルコキシ基
としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、２−プロペニルオキシ基、
プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、
オクチルオキシ基、（２−ヒドロキシオクチル）オキシ基、イソノナオキシ基、ベンジル
オキシ基、またはピリジルアミノプロポキシ基等が挙げられる。
【００２５】
一般式（Ｉ）のＲ１で表される炭素数２〜８のカルボニル基としては、直鎖状であって
も分岐状であってもよく、また置換されていてもよい。好ましい置換基としては、ハロゲ
ン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、アルコキシ基であるか、あるいは
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炭素数５〜８のアリール基、炭素数５〜８のアリールオキシ基、炭素数５〜８のアリール
アミノ基、５員又は６員のシクロアルキル基、あるいはシクロヘテロアルキルヘテロ環等
が挙げられ、これらは更に置換されていてもよい。Ｒ１で表される具体的なカルボニル基
としては、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、バレリル基、ヘキサ
ノイル基、メタクリロイル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、ベンゾキシ基、ヒ
ドロキシカルボニル基、アセトキシ基、シクロヘキサンカルボニル基、ベンゾイル基、シ
ナモイル基等が挙げられる。
【００２６】
一般式（Ｉ）のＲ１で表される炭素数５〜８のアリール基は、置換されていてもよく、
好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、
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カルボニル基、アルコキシ基であるか、あるいは炭素数５〜８のアリール基、炭素数５〜
８のアリールオキシ基、炭素数５〜８のアリールアミノ基、５員又は６員のシクロアルキ
ル基、あるいはシクロヘテロアルキルヘテロ環等が挙げられ、これらは更に置換されてい
てもよい。Ｒ１で表される具体的なアリール基としては、フェニル基、トリル基、クロロ
フェニル基が挙げられる。
【００２７】
一般式（Ｉ）のＲ１で表される炭素数３〜８のシクロアルキル基は、置換されていても
よく、置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、カ
ルボニル基、アルコキシ基であるか、あるいは炭素数５〜８のアリール基、炭素数５〜８
のアリールオキシ基、炭素数５〜８のアリールアミノ基、５員又は６員のシクロアルキル
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基、あるいはシクロヘテロアルキルヘテロ環等が挙げられ、これらは更に置換されていて
もよい。Ｒ１で表される具体的なシクロアルキル基としては、シクロヘキシル基、シクロ
ペンチル基が挙げられる。
【００２８】
一般式（Ｉ）のＲ１で表される炭素数３〜８のシクロヘテロアルキル基は、置換されて
いてもよく、置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル
基、カルボニル基、アルコキシ基であるか、あるいは炭素数５〜８のアリール基、炭素数
５〜８のアリールオキシ基、炭素数５〜８のアリールアミノ基、５員又は６員のシクロア
ルキル基、あるいはシクロヘテロアルキルヘテロ環等が挙げられ、これらは更に置換され
ていてもよい。Ｒ１で表される具体的なシクロヘテロアルキル基としては、ピペリジン基

50

(9)

JP 2008‑127323 A 2008.6.5

、モルフォリニル基、ピロリジニル基等が挙げられる。
【００２９】
一般式（Ｉ）中、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原
子、ヒドロキシル基、チオール基、アミノ基、カルバモイル基、置換又は無置換の炭素数
１〜６のアルキル基、置換又は無置換の炭素数２〜８のアルケニル基、置換又は無置換の
炭素数２〜８のアルキニル基、置換又は無置換の炭素数１〜８のアルコキシ基、置換又は
無置換の炭素数２〜８のカルボニル基、置換又は無置換の炭素数５〜８のアリール基、置
換又は無置換の炭素数３〜８のシクロアルキル基、あるいは置換又は無置換の炭素数３〜
８のシクロヘテロアルキル基を表している。
10

【００３０】
一般式（Ｉ）のＲ２、Ｒ３およびＲ４における、置換又は無置換の炭素数１〜６のアル
キル基、置換又は無置換の炭素数２〜８のアルケニル基、あるいは置換又は無置換の炭素
数２〜８のアルキニル基、置換又は無置換の炭素数１〜８のアルコキシ基、置換又は無置
換の炭素数２〜８のカルボニル基は、Ｒ１の場合と同じで、直鎖状であっても分岐状であ
ってもよく、また置換されていてもよい。Ｒ２、Ｒ３およびＲ４で表される具体的なアル
キル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブ
チル基、２，２，２−トリフルオロエチル基、ヒドロキシエチル基、ベンジル基、（エト
キシカルボニル）メチル基または（ジメチルアミノカルボニル）メチル基、または（４−
トリフルオロメチルベンジル）アミノメチル基が挙げられ、アルケニル基としては、ビニ
ル基、アリル基、プロペニル基、イソプロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセ
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ニル基、ヘプテニル基等が挙げられ、アルキニル基としては、エチニル基、プロピニル基
、ブチニル基等が挙げられ、アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキ
シエトキシ基、２−プロペニルオキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基
、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、（２−ヒドロキシオクチル
）オキシ基、イソノナオキシ基、ベンジルオキシ基、またはピリジルアミノプロポキシ基
、さらにカルボニル基としては、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基
、バレリル基、ヘキサノイル基、メタクリロイル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル
基、ベンゾキシ基、ヒドロキシカルボニル基、アセトキシ基、シクロヘキサンカルボニル
基、ベンゾイル基、シナモイル基等が挙げられる。
30

【００３１】
２

一般式（Ｉ）のＲ

、Ｒ

３

およびＲ

４

における、置換又は無置換の炭素数５〜８のアリ

ール基、炭素数３〜８のシクロアルキル基、あるいは置換又は無置換の炭素数３〜８のシ
クロヘテロアルキル基は、Ｒ１の場合と同じで、置換されていてもよい。Ｒ２、Ｒ３およ
びＲ４で表される具体的なアリール基としては、フェニル基、トリル基、クロロフェニル
基が挙げられ、シクロアルキル基としては、シクロヘキシル基、シクロペンチル基、シク
ロヘテロアルキル基としては、ピペリジン基、モルフォリニル基、ピロリジニル基等が挙
げられる。
【００３２】
本発明の創傷治癒促進剤の有効成分である一般式（Ｉ）で示される２−ベンズアゼピン
誘導体および２−イソキノリン誘導体の好ましい例としては、Ｎ−（２，２，２−トリフ
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ルオロエチル）−４−メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベン
ズアゼピン−３−オン（化合物１）、Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−メ
チル−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン（化合物２）、Ｎ
−エチル−４−メチル−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン
（化合物３）、Ｎ−メチル−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−
オン（化合物４）、Ｎ−メチル−４−メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒ
ドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン（化合物５）、Ｎ−エチル−４−メチル−８−メト
キシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン（化合物６）、Ｎ
−ブチル−４−（メトキシカルボニル）メチル−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラ
ヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン（化合物７）、Ｎ−イソプロピル−４−メチル−
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８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン（化合物
８）、Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−（エトキシカルボニル）メチル−
８−ヒドロキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン（化合
物９）、Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−（エトキシカルボニル）メチル
−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン（化合
物１０）、Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチル）−４−（メトキシカルボニル）メチ
ル−１，２，４，５，テトラヒドロ−２−ベンズアゼピン−３−オン（化合物１１）、Ｎ
−（２，２，２−トリフルオロエチル）−８−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ
−２−ベンズアゼピン−３−オン（化合物１２）、Ｎ−（２，２，２−トリフルオロエチ
ル）−４−メチル−７−メトキシ−１，２，４，５，テトラヒドロ−２（１Ｈ）−イソキ
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ノリン−３−オン（化合物１３）が挙げられる。
【００３３】
本発明で使用される化合物は、その薬理学上許容される塩であってもよく、塩基性化合
物の場合は例えば、有機酸、無機酸等との塩が、酸性化合物の場合は例えばアルカリ金属
、アルカリ土類金属、有機塩基等との塩が挙げられる。有機酸としては、例えば酢酸、ア
ジピン酸、安息香酸、クエン酸、フマール酸、アスパラギン酸、乳酸、リンゴ酸、パルミ
チン酸、サリチル酸、酒石酸、ベンゼンスルホン酸、カンファースルホン酸、トルエンス
ルホン酸が、無機酸としては、塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸等が挙げられる。アルカ
リ金属、アルカリ土類金属、有機塩基等としては、例えばリチウム、ナトリウム、カリウ
ム、カルシウム、マグネシウム、バリウム、テトラメチルアンモニウム、テトラブチルア
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ンモニウム等が挙げられる。
【００３４】
本発明で使用される化合物は光学活性体、あるいはラセミ体、ジアステレオマー、ある
いはジアステレオマーの混合物、個々のエナンチオマーからエナンチオマーの混合物まで
を全て包含するものである。
【００３５】
本発明における上記一般式で表される一連の化合物は、上村等の方法（Ａｋｉｏ
ｍｉｍｕｒａ
Ａｋｉｏ

ｅｔ

Ｋａ

ａｌ.Ｊ.Ｏｒｇ.ＣＨｅｍ.,２００３;６８:４９９６−４９９８、

Ｋａｍｉｍｕｒａ

ｅｔ

ａｌ.ＴｅｔｒａＨｅｄｒｏＮ

Ｌｅｔｔ.,２００

４;４５:２３３５−２３３７）に準じて製造することができるが、それらの方法に限定さ
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れるものではない。
【００３６】
本発明の創傷治癒促進剤は、経口でも、非経口でも投与することができ、剤型は目的に
応じて任意に選択できるが、具体的には軟膏剤、ゼリー剤、クリーム剤、エアゾール剤、
スプレー剤、パップ剤、点眼剤等の外用剤の他、注射剤、錠剤、顆粒剤、細粒剤、散剤、
カプセル剤等の製剤とすることができる。上記一般式で表される一連の化合物を有効成分
として製剤化する場合は、投与経路や投与方法を考慮して、薬剤学的に許容される添加剤
と混合して行う。
【００３７】
例えば、軟膏剤、ゼリー剤やクリーム剤は、白色ワセリン、黄色ワセリン、ラノリン、
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サラシミツロウ、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸、硬化油、ゲル化炭
化水素、ポリエチレングリコール、流動パラフィン、スクワラン等の基剤、オレイン酸、
ミリスチン酸イソプロピル、トリイソオクタン酸グリセリン、クロタミトン、セバシン酸
ジエチル、アジピン酸ジイソプロピル、ラウリン酸ヘキシル等の脂肪酸や脂肪酸エステル
、脂肪族アルコール、植物油等の溶剤および溶解補助剤、トコフェロール誘導体、L−ア
スコルビン酸、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール等の酸化防止
剤、パラヒドロキシ安息香酸エステル等の防腐剤、グリセリン、プロピレングリコール、
ヒアルロン酸ナトリウム等の保湿剤、ポリオキシエチレン誘導体、グリセリン脂肪酸エス
テル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸
エステル、レシチン等の界面活性剤、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、カル
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ボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム塩類、ヒドロキシプロ
ピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等の増粘剤や安定剤、保存剤、吸
収促進剤等または、その他の適当な添加剤を配合することができる。
【００３８】
特に、眼軟膏剤は、白色ワセリン、流動パラフィン、ロウなどの炭化水素系基剤や、マ
クロゴール、セタノール、高級脂肪酸エステルなどを用いて調製することができる。
【００３９】
パップ剤の場合には、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸共重合体等の粘着付与剤、硫酸
アルミニウム、硫酸カリウムアルミニウム、塩化アルミニウム、メタケイ酸アルミン酸マ
グネシウム、ジヒドロキシアルミニウムアセテート等の架橋剤、ポリアクリル酸ナトリウ

10

ム、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ゼラチン、アルギン酸ナトリウム、
カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム塩類、ヒドロキシ
プロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等の増粘剤、グリセリン、ポ
リエチレングリコール（マクロゴール）、プロピレングリコール、１，３−ブタンジオー
ル等の多価アルコール類、ポリオキシエチレン誘導体等の界面活性剤、l−メントール等
の香料、パラヒドロキシ安息香酸エステル等の防腐剤、精製水等または、その他の適当な
添加剤を配合することができる。
【００４０】
また例えば、点眼剤の場合には、グリセリン、プロピレングリコール、塩化ナトリウム
、塩化カリウム、ソルビトール、マンニトール等の等張化剤、ホウ酸、ホウ酸ナトリウム
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、テトラホウ酸カリウム、メタホウ酸カリウム、リン酸、リン酸水素ナトリウム、リン酸
二水素ナトリウム、リン酸二水素カリウム等の緩衝剤、塩酸、クエン酸、リン酸、酢酸、
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ホウ酸、ホウ砂、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリ
ウム等のｐＨ調節剤、ポリソルベート８０、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油６０、マク
ロゴール４０００等の界面活性剤、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプ
ロピルセルロースなどのセルロース系高分子、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリ
ドン等の増粘剤や分散剤、パラベン、エデト酸、エデト酸ナトリウム等の安定化剤、ソル
ビン酸、ソルビン酸カリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、パラオキシ
安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、クロロブタノール等の保存剤のほか香料
または清涼化剤などの各種添加剤を適宜選択し、一種またはそれ以上を併用して含有させ
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ることができる。
【００４１】
さらにこの場合、生体に許容される範囲内の浸透圧やｐＨに調整して用いる必要がある
。浸透圧は、１００〜１２００ｍＯｓｍであることが望ましく、好ましくは１００〜６０
０ｍＯｓｍ、特に好ましくは１５０〜４００ｍＯｓｍ程度であり、ｐＨは、通常、ｐＨ４
．０〜１０．０であることが望ましく、好ましくは４．５〜９．０、特に好ましくは５．
０〜８．５である。
【００４２】
また、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤等の経口剤は、乳糖、結晶セルロ−ス、デンプ
ン、植物油等の基剤、ステアリン酸マグネシウム、タルク等の滑沢剤、ヒドロキシプロピ
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ルセルロ−ス、ポリビニルピロリドン等の結合剤、カルボキシメチルセルロ−ス、低置換
ヒドロキシプロピルメチルセルロ−ス等の崩壊剤、ヒドロキシプロピルメチルセルロ−ス
、シリコン樹脂等のコ−ティング剤、ゼラチン皮膜等の皮膜剤などを必要に応じて加え、
調製することができる。
【００４３】
本化合物の投与量は症状、年令、剤型等によって適宜選択できるが、外用剤として用い
る場合は、通常１日当たり０．０１〜５０００ｍｇ程度、好ましくは０．１〜１０００ｍ
ｇ程度、より好ましくは１〜１００ｍｇ程度を１〜数回に分けて投与することができる。
特に点眼剤では、１日当たりの容量を、通常０．０００１〜１０％（ｗ／ｖ）好ましくは
０．００１〜３％（ｗ／ｖ）の溶液として、１日１〜数回点眼すればよい。また、経口剤
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では、通常１日当たり０．０１〜５０００ｍｇ、好ましくは０．１〜１０００ｍｇを１〜
数回に分けて投与すればよい。
【００４４】
以下に、代表的な２−ベンズアゼピン誘導体および２−イソキノリン誘導体の創傷治癒
促進作用についての実施例を示す。
【実施例１】
【００４５】
＜皮膚表皮細胞伸展に対する作用＞
ヒト皮膚表皮細胞の不死化細胞株であるＨａＣａｔ細胞を用いて、以下の方法で表皮細
10

胞伸展への影響を検討した。
【００４６】
９６穴プレートに１穴当たり２．５×１０４個のＨａＣａｔ細胞を播き、全

［方法］

面を覆うまで１０％ＦＢＳを含むＤＭＥＭ培地で培養した。２００μＬ用ピペットのプラ
スティックチップを用いて幅１ｍｍの無細胞領域を作成し、ＤＭＥＭ培地で洗浄後、５０
μＭの被験化合物を含むＤＭＥＭ培地で３７°Ｃ・５％

ＣＯ２の条件下で２４時間培養

した。被験化合物添加前に写真撮影し無細胞領域の面積を測定した。被験化合物添加２４
時間後の面積と比較することによりＨａＣａｔ細胞伸展への効果を検討した。コントロー
ルとしては被験化合物を含まない培養液で同様に培養したものを用いた。
【００４７】
［被験化合物］

実験に用いた化合物は、化合物１、化合物２、化合物３、化合物４、
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化合物５、化合物６、化合物７および化合物８である。図１に構造式を示す。
【００４８】
［結果］

結果を表１に示す。表中のＨａＣａｔ細胞伸展は、コントロールの細胞伸展

を基準（１００％）として算出した各６例の平均値および標準誤差である。＊及び＊＊は
、それぞれＰ＜０．０５およびＰ＜０．０１で統計学的に有意であることを示す。表１に
示すように、化合物１、化合物２、化合物３、化合物４、化合物５または化合物６を含む
培養液で培養すると、ＨａＣａｔ細胞伸展の優れた促進効果が認められた。
【００４９】
【表１】
30
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【実施例２】
【００５０】
＜皮膚創傷治癒に対する作用＞
ＢＡＬＢ／ｃ雄性マウスを用い、以下の方法で皮膚創傷の治癒への影響を検討した。
【００５１】
［方法］

マウスをジエチルエーテル吸入で麻酔させ背部の体毛をバリカンで剃毛し、

脱毛クリームで除毛した。５ｍｍ径の皮膚生検用トレパンを用いて背部皮膚に表皮・真皮
の全層性の創傷を等間隔で３カ所作成し、止血の確認後に５０μＭの被験化合物を含む生
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理食塩水３０μＬを１日２回、１２時間毎に患部に塗布した。被験化合物塗布前にマウス
の背部創傷を写真撮影しその面積を測定した。被験化合物塗布後の創傷面積を比較するこ
とにより皮膚創傷治癒効果を検討した。コントロールとしては被験化合物を含まない生理
食塩水を患部に塗布した。
【００５２】
［被験化合物］

実験に用いた化合物は、実施例１で用いた化合物１、化合物２および

化合物７である。
【００５３】
［結果］

実験結果を表２に示す。なお、表中の残存創傷面積は、創傷作成直後の面積

を基準（１００％）として算出した創傷作成６日後の各６匹マウスの平均値±標準誤差で

10

ある。＊＊は、コントロールに対しＰ＜０．０１で統計学的に有意であることを示す。表
２に示すように、化合物１および化合物２は、塗布することにより、優れた皮膚創傷治癒
促進効果が認められた。
【００５４】
【表２】
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【実施例３】
【００５５】
＜角膜上皮伸展に対する作用＞
雄性日本白色ウサギの角膜を用い、ＮｉｓＨｉｄａらの方法（Ｊ.Ｃｅｌｌ.Ｂｉｏｌ.,
９７，１６５３−１６５７（１９８３））に準じ、角膜片の組織培養系での角膜上皮伸展
長を指標にして角膜上皮伸展に対する影響を検討した。
【００５６】
［方法］

ウサギ角膜切片により切り出した角膜ブロック（１群６個）を、最終濃度と

して５０μＭの被験化合物を含む培養液（ＴＣ−１９９）中、３７°Ｃ・５％
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ＣＯ２の

条件下で２４時間培養した。培養後、角膜ブロックをエタノール−氷酢酸（体積比９５:
５）混合液中で固定し、パラフィンで包埋して切片を作製した。切片を脱パラフィンした
後、ヘマトキシリン−エオジン染色し、顕微鏡下で上皮細胞走の伸展を測定した。コント
ロールとしては被験化合物を含まない培養液で同様に培養したものを用いた。
【００５７】
［被験化合物］

実験に用いた化合物は、化合物１、化合物２、化合物７、化合物９、

化合物１０、化合物１１、化合物１２および化合物１３である。図１に構造式を示す。
【００５８】
［結果］

結果を図２に示す。なお、図中の伸展率は、コントロール群の伸展長を基準
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（１００％）として算出した各６例の平均値および標準誤差である。＊及び＊＊は、それ
ぞれＰ＜０．０５およびＰ＜０．０１で統計学的に有意であることを示す。図２に示すよ
うに、化合物１、化合物２、化合物９、化合物１０、化合物１１、化合物１２または化合
物１３を含む培養液で培養すると、角膜上皮の著しい伸展促進が認められた。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
本発明により、創傷治癒促進のための治療用薬剤として有用な軟膏剤、ゼリー剤、クリ
ーム剤、エアゾール剤、スプレー剤、パップ剤、点眼剤等の外用剤や経口剤を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
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【００６０】
【図１】実施例で用いた２−ベンズアゼピン誘導体および２−イソキノリン誘導体の構造
式を示す図である。
【図２】外皮上皮伸長に対する作用の結果を示す図である。

【図１】

【図２】

