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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１−［３−（９Ｈ−カルバゾール−９−イル）プロピル］−４−（２−メトキシフェニル
）−４−ピペリジノールまたはその薬学的に許容され得る塩を含む疼痛治療薬であって、
疼痛が神経因性疼痛またはアロデニアもしくは痛覚過敏であることを特徴とする治療薬。
【請求項３】
神経因性疼痛が、遷延性術後疼痛、幻肢痛、複合性局所疼痛症候群（ＣＲＰＳ）、多発性
神経障害に伴う疼痛、帯状疱疹後痛、反射性交惑神経萎縮症に伴う疼痛、三叉神経痛、舌
咽神経痛、またはアロデニアもしくは痛覚過敏であることを特徴とする請求項１記載の治
療薬。
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【請求項４】
１−［３−（９Ｈ−カルバゾール−９−イル）プロピル］−４−（２−メトキシフェニル
）−４−ピペリジノールの投与量が、１日当たり０．２μｇ／ｋｇ以上、１００ｍｇ／ｋ
ｇ以下であることを特徴とする請求項１または３記載の治療薬。
【請求項５】
疼痛がアロデニアまたは痛覚過敏であることを特徴とする請求項１記載の治療薬。
【請求項６】
髄腔内投与、神経周囲投与、硬膜外投与、硬膜下腔内投与、脳室内投与から選択される投
与経路で投与され、１−［３−（９Ｈ−カルバゾール−９−イル）プロピル］−４−（２
−メトキシフェニル）−４−ピペリジノールの投与量が、１日当たり０．２μｇ／ｋｇ以

20

(2)

JP 6301920 B2 2018.3.28

上、１０μｇ／ｋｇ以下であることを特徴とする請求項４または５記載の治療薬。
【請求項７】
静脈内または腹腔内で投与され、１−［３−（９Ｈ−カルバゾール−９−イル）プロピル
］−４−（２−メトキシフェニル）−４−ピペリジノールの投与量が、１日当たり１０μ
ｇ／ｋｇ以上、５００μｇ／ｋｇ以下であることを特徴とする請求項４または５記載の治
療薬。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、１−［３−（９Ｈ−カルバゾール−９−イル）プロピル］−４−（２−メト
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キシフェニル）−４−ピペリジノールを有効成分とする疼痛治療薬に関し、より詳細には
神経因性疼痛治療薬またはアロデニアもしくは痛覚過敏の治療薬に関する。
【背景技術】
【０００２】
神経因性疼痛（Neuropathic Pain: NP）は、２００８年に国際疼痛学会（ＩＡＳＰ）に
おいて「体性神経を司る神経系の損傷または疾患に伴って生じる慢性疼痛」と定義された
。さらにＮＰは、発症の特徴にもとづき、自発性ＮＰと誘発性ＮＰに分類される。自発性
ＮＰにおける疼痛症状の発症は、末梢神経の刺激によらないが、誘発性ＮＰにおける疼痛
症状は、外部からの刺激によって誘発され、軽微な触圧覚や一般的な冷熱刺激といった末
梢自然刺激に対する明らかな異痛症（アロデニア）や日常の疼痛刺激に対する過敏な反応
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である痛覚過敏が主な症状である。
【０００３】
ＮＰの発症機序は非常に複雑であり、完全な解明には至っておらず、現在のところ、末
梢および中枢神経系における様々な要素がＮＰの発症メカニズムに関わっていると考えら
れている。臨床においては、ＮＰの発症機序にもとづいて薬物を選択することによって疼
痛を抑制することが主要な手段となっており、これまでにも多くの薬剤の開発が行われて
きた。
【０００４】
国際疼痛学会が２００７年に提示した指針を参考に、日本での承認ならびに使用可能状
況を鑑み日本神経治療学会から示された治療指針によると、第一選択薬として、三環系抗
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うつ薬（ＴＣＡ）、セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬（ＳＮＲＩ）、カルシ
ウムチャネルα２δサブユニット結合薬、局所麻酔薬（リドカイン外用薬）、第二選択薬
として、オピオイド系鎮痛薬、第三選択薬として、選択的セロトニン再取込み阻害薬（Ｓ
ＳＲＩ）、抗不整脈薬、カプサイシンといった化合物が挙げられている。
【０００５】
ここで、神経因性疼痛治療薬の有効性の指標としては、ＮＮＴ（疼痛が５０％軽減する
患者１人得るために何人の患者に薬剤を投与する必要があるか、という数値）が用いられ
ているが、末梢性神経因性疼痛に対し、三環系抗うつ薬ではおおよそ３．１、カルシウム
チャネルα２δサブユニット結合薬で４．７と報告されており（非特許文献１）、患者の
苦痛を充分に軽減できているとは言い難いのが現状である。
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【０００６】
現在もっとも有効とされている三環系抗うつ薬は、三級アミン系のアミトリプチリンや
イミプラミンなどのノルアドレナリンおよびセロトニンの両方の再取込み阻害作用を有す
る化合物であるが、これらは、便秘や口渇といった抗コリン作用、眠気（抗ヒスタミン作
用）や起立性低血圧（抗アドレナリン作用）といった様々な受容体阻害作用による副作用
が出現しやすいため、ノルトリプチリンなどの二級アミン系の三環系抗うつ薬が推奨され
る。しかし、依然として三環系抗うつ薬の治療有効域は狭く、その副作用のため薬剤の有
効量まで増量できないことが多い。
【０００７】
そこで、三環系抗うつ薬の副作用発現に対する問題を解決するために、セロトニンまた
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はノルアドレナリントランスポーター選択的阻害薬ＳＳＲＩやＳＮＲＩの使用が試みられ
ているが、これらはＮＮＴ値が大きく（ＳＳＲＩはおおよそ６．８、ＳＮＲＩはおおよそ
５．５）、その鎮痛効果が劣るという欠点がある。以上のように、神経因性疼痛治療の現
状では、単剤では充分な治療効果を得ることができず、多剤併用や他の療法と組み合わせ
た治療が一般的である。
【０００８】
一方、ＧＡＢＡトランスポーター阻害剤としては、ＧＡＴ−１選択的阻害剤について鎮
痛作用が報告されているが、作用持続時間は比較的長いが、作用発現には高投与量を必要
とし、作用発現までに時間がかかるという問題がある。このため副作用が懸念され、臨床
応用は難しい（非特許文献２）。その他のサブタイプ選択的阻害剤、とりわけＢＧＴ−１
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選択的阻害剤については、鎮痛作用に関する報告はなされていない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Finnerup NB, et al., Pain, 118, (2005), p.289‑305
【非特許文献２】Neuroscience Letters, 494, (2011), p.6‑9
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は、単剤でも充分な治療効果を得ることができる副作用の少ない疼痛治療薬、特
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に神経因性疼痛治療薬を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、驚くべきことに、ＧＡＢＡト
ランスポーターＢＧＴ−１の選択的阻害剤であり抗痙攣作用を有する化合物として知られ
る１−［３−（９Ｈ−カルバゾール−９−イル）プロピル］−４−（２−メトキシフェニ
ル）−４−ピペリジノール（以下、ＮＮＣ

０５−２０９０と略称する場合もある）が、

低用量で有意な疼痛治療効果をもたらすことを見出し、本発明を完成させた。
【００１２】
すなわち、本発明は、１−［３−（９Ｈ−カルバゾール−９−イル）プロピル］−４−
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（２−メトキシフェニル）−４−ピペリジノールまたはその薬学的に許容され得る塩を含
むことを特徴とする疼痛治療薬に関する。
【００１３】
本発明の好ましい態様においては、疼痛が神経因性疼痛またはアロデニアもしくは痛覚
過敏である。
【００１４】
本発明のより好ましい態様においては、神経因性疼痛が、遷延性術後疼痛、幻肢痛、複
合性局所疼痛症候群（ＣＲＰＳ）、多発性神経障害に伴う疼痛、帯状疱疹後痛、反射性交
感神経萎縮症に伴う疼痛、三叉神経痛、舌咽神経痛、またはアロデニアもしくは痛覚過敏
40

である。
【００１５】
本発明の疼痛治療薬においては、１−［３−（９Ｈ−カルバゾール−９−イル）プロピ
ル］−４−（２−メトキシフェニル）−４−ピペリジノールの投与量が、１日当たり０．
２μｇ／ｋｇ以上、１００ｍｇ／ｋｇ以下であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の疼痛治療薬の有効成分であるＮＮＣ

０５−２０９０は、従来の神経因性疼痛

に対して鎮痛効果が強いとされる三環系抗うつ薬よりも低用量で十分な抗アロデニア効果
を奏する。このような低用量での効果は、副作用のない安全性の高い薬剤を提供できる点
でも非常に優れたものである。つまり、本発明によれば、単剤により低用量で安全に鎮痛
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作用をもたらすことができる。とりわけ本発明は、現状において有望な適用薬が見出され
ていないアロデニアに対し、優れた抗アロデニア効果を奏するものである。
【００１７】
また、本発明の疼痛治療薬は、同様の従来の神経因性疼痛適用薬と比較しても、作用発
現までの時間が短く、作用持続時間も比較的長い有効なものである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】ＮＮＣ

０５−２０９０の脊髄腔投与による抗アロデニア効果を、アデロニアス

コアを用いて評価した結果を示すグラフである。
【図２】ＮＮＣ

０５−２０９０の脊髄腔投与による抗アロデニア効果を、疼痛閾値を用
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いて評価した結果を示すグラフである。
【図３】ＳＫＦ

８９９７６Ａの脊髄腔投与による抗アロデニア効果を、疼痛閾値を用い

て評価した結果を示すグラフである。
【図４】ＮＮＣ

０５−２０９０の腹腔内投与による抗アロデニア効果を、疼痛閾値を用

いて評価した結果を示すグラフである。
【図５】アミトリプチリンの腹腔内投与による抗アロデニア効果を、疼痛閾値を用いて評
価した結果を示すグラフである。
【図６】ＮＮＣ

０５−２０９０およびアミトリプチリンの強制水泳試験の結果を示すグ

ラフである。
【図７】ＮＮＣ

０５−２０９０およびアミトリプチリンの小腸輸送能試験の結果を示す

20

グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本発明の疼痛治療薬は、１−［３−（９Ｈ−カルバゾール−９−イル）プロピル］−４
−（２−メトキシフェニル）−４−ピペリジノールを有効成分として含有することを特徴
とする。１−［３−（９Ｈ−カルバゾール−９−イル）プロピル］−４−（２−メトキシ
フェニル）−４−ピペリジノールは、次のような構造を有し、選択的ＢＧＴ−１阻害剤と
してＮＮＣ

０５−２０９０の名称で知られているものである。また、ＮＮＣ

０５−２

０９０は塩酸塩としてトクリス・バイオサイエンス社（Tocris Bioscience）などから市
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販されている。
【化１】
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【００２０】
本発明においては、ＮＮＣ

０５−２０９０は、薬学的に許容され得る種々の塩として

も使用することができる。薬学的に許容され得る種々の塩としては、塩酸塩、臭酸塩、硫
酸塩、リン酸塩、酢酸塩、フタル酸塩、フマル酸塩、マレイン酸塩、クエン酸塩、乳酸塩
、酒石酸塩、シュウ酸塩などのような無機酸付加塩および有機酸付加塩、または本技術分
野において慣用されている薬学的に許容され得る塩などが挙げられる。
【００２１】
ＧＡＢＡトランスポーターについては、４つのサブタイプが同定されており、一般的に
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はヒトのサブタイプについての、それぞれＧＡＴ−１、ＢＧＴ−１、ＧＡＴ−２、ＧＡＴ
−３との命名が認知されており、本明細書においてもこの命名法を採用する。マウスにお
けるサブタイプでは命名に違いがあり、前述のＧＡＴ−１、ＢＧＴ−１、ＧＡＴ−２およ
びＧＡＴ−３が、それぞれマウスのＧＡＴ１、ＧＡＴ２、ＧＡＴ３およびＧＡＴ４に対応
しているとされる（日薬理誌（Folia Pharmacol. Jpn.）２００６年、１２７巻、２７９
〜２８７頁など参照）。
【００２２】
このなかで、ＢＧＴ−１については、その発現が必ずしもＧＡＢＡ作動性ニューロン近
傍ではないことから、ＧＡＢＡ作動性ニューロンの神経伝達の終結というよりは、シナプ
スから流出してきたＧＡＢＡの除去かあるいは浸透圧制御に関与している可能性が高いと
されている。このため、ＢＧＴ−１に対する選択的阻害剤であるＮＮＣ
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０５−２０９０

が疼痛治療薬として種々の既存の薬剤と比較しても低用量で優れた治療効果を有すること
は非常に驚くべきことである。
【００２３】
本発明においては、このＮＮＣ

０５−２０９０が、選択的ＢＧＴ−１阻害作用に加え

て、セロトニンおよびノルアドレナリン再取込み阻害作用を複合的に有することを見出し
た。ＮＮＣ

０５−２０９０の奏する低用量での単剤による鎮痛効果は、この複合的な阻

害作用によるものと考えられ、単独のトランスポーターを標的とする既存の薬物とは異な
る相加的あるいは相乗的な効果が得られる。
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【００２４】
本発明の疼痛治療薬は、種々の疼痛、とりわけ神経因性疼痛またはアロデニアもしくは
痛覚過敏に効果を有する。
【００２５】
疼痛の分類には様々な方法があり、その１つが原因による分類であり、侵害受容性疼痛
、神経因性疼痛、心因性疼痛に分けられる。その他には、たとえば慢性痛と急性痛といっ
た分類もある。そして、神経因性疼痛とは、神経障害が原因となり起こる痛みの総称であ
る。
【００２６】
また、アロデニアや痛覚過敏は、疼痛症状の１つであり、神経障害のみが原因となるも
のではない。したがって、本発明においては、アロデニアおよび痛覚過敏は、神経因性の
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もののみならず、その他の原因により生じる症状をも包含するものとする。
【００２７】
神経因性疼痛としては、神経系の一次的損傷あるいは機能的障害によって発症する痛み
を意味し、具体的には、遷延性術後疼痛、幻肢痛、複合性局所疼痛症候群（ＣＲＰＳ）、
多発性神経障害（糖尿病性など代謝性、あるいは、感染性、遺伝性、炎症性、癌性、傍腫
瘍性によるものなど）に伴う疼痛、帯状疱疹後痛、反射性交感神経萎縮症に伴う疼痛、三
叉神経痛、舌咽神経痛などが挙げられ、その症状としては、持続的な自発痛やアロデニア
、痛覚過敏が特徴的である。本発明の疼痛治療薬は中でも、神経因性のアロデニアもしく
は痛覚過敏に対してとりわけ優れた治療効果を示す。
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【００２８】
本発明のＮＮＣ

０５−２０９０を有効成分とする疼痛治療薬は、選択する投与形態に

あわせて、経口製剤、非経口製剤のいずれの製剤形態をも用いることができ、薬学的に許
容される賦形剤、希釈剤、担体、その他の製剤助剤などを用いて常法にしたがって製造す
ることができる。
【００２９】
本発明の製剤の剤形としては、錠剤、カプセル剤、散剤、丸剤、顆粒剤、糖衣剤、トロ
ーチ剤、吸入剤、カプセル剤、液剤、懸濁剤、注射剤、貼付剤、パッチ剤などが挙げられ
るが、これらに限定されるものではない。
【００３０】
投与方法は、経口投与、経皮投与、経粘膜投与、静脈内投与、腹腔内投与、髄腔内投与
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、神経周囲投与、硬膜外投与、硬膜下腔内投与、脳室内投与または吸入などの投与経路が
使用でき、即時の効果が得られる点からは髄腔内投与、神経周囲投与、硬膜外投与、硬膜
下腔内投与、脳室内投与などが好ましく、持続的な効果が得られる点からは静脈内投与や
腹腔内投与が好ましく、臨床応用が広がる点からは経口投与が好ましい。
【００３１】
本発明において使用できる薬学的に許容される賦形剤など製剤助剤としては、一般的に
製剤学の分野において使用されているものを使用することができる。具体的には、ラクト
ース、スクロース、マンニトール、白糖、ソルビトール、エリスリトール、キシリトール
などの糖類、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロースなどのセルロース類、デンプン類、ペクチン、寒天、タルク、ゼラチン、ス

10

テアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、カルボキシメチルセルロース、モノ
ステアリン酸グリセリン、シロップ、ピーナッツ油、オリーブ油、硬化ひまし油、水など
があげられる。
【００３２】
本発明の疼痛治療薬の投与量は特に限定されるものではないが、例えば１日当たりの有
効成分ＮＮＣ

０５−２０９０の量で０．２μｇ／ｋｇ以上、１００ｍｇ／ｋｇ以下の範

囲で、疼痛の種類や程度、患者の年齢、剤形、投与経路など種々の条件によって適宜選択
されるものである。例えば、経口投与の場合、有効成分ＮＮＣ

０５−２０９０の１日当

たりの量で、下限は好ましくは５０μｇ／ｋｇ、より好ましくは１００μｇ、最も好まし
くは２００μｇであり、５０μｇ／ｋｇより少ないと十分な効果が得られない恐れがあり

20

、また上限は好ましくは１００ｍｇ／ｋｇ、より好ましくは１０ｍｇ／ｋｇ、最も好まし
くは５ｍｇ／ｋｇであり、１００ｍｇ／ｋｇより多いと、副作用が現れる恐れがある。髄
腔内投与、神経周囲投与、硬膜外投与、硬膜下腔内投与、脳室内投与などの場合、有効成
分ＮＮＣ

０５−２０９０の１日当たりの量で、下限は好ましくは０．２μｇ／ｋｇ、よ

り好ましくは０．７μｇ／ｋｇ、最も好ましくは１μｇ／ｋｇであり、０．２μｇ／ｋｇ
より少ないと十分な効果が得られない恐れがあり、また上限は、好ましくは２００μｇ／
ｋｇ、より好ましくは１０μｇ／ｋｇ、最も好ましくは５μｇ／ｋｇであり、２００μｇ
／ｋｇより多いと副作用が現れる恐れがある。静脈内投与や腹腔内投与の場合、有効成分
ＮＮＣ

０５−２０９０の１日当たりの量で、下限は好ましくは１０μｇ／ｋｇ、より好

ましくは５０μｇ／ｋｇ、最も好ましくは１００μｇ／ｋｇであり、１０μｇ／ｋｇより
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少ないと十分な効果が得られない恐れがあり、また上限は、好ましくは１０ｍｇ／ｋｇ、
より好ましくは１ｍｇ／ｋｇ、最も好ましくは５００μｇ／ｋｇであり、１０ｍｇ／ｋｇ
以上であると副作用が現れる恐れがある。
【００３３】
従来神経因性疼痛に対して鎮痛効果が強いとされる代表的なＴＣＡであるアミトリプチ
リンでは、副作用の点から１日投与量が１０〜７５ｍｇと制限されており、この用量では
充分な鎮痛効果が得られていない。しかしながら、ＮＮＣ

０５−２０９０では、アミト

リプチリンと比較して低用量で十分な鎮痛効果を発揮するものである。ＮＮＣ

０５−２

０９０については、抗痙攣作用が知られているが、抗痙攣作用を得るための用量は、３３
ｍｇ／ｋｇであり、本願発明において見出された抗アロデニア作用は、これよりも低用量

40

で示されているため、特に安全性が高いものである。
【実施例】
【００３４】
以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。実施例において使用した試薬はつぎのとおりである。
＜試薬＞
ＮＮＣ

０５−２０９０塩酸塩（トクリス・バイオサイエンス社）

ＳＫＦ

８９９７６Ａ（トクリス・バイオサイエンス社）

アミトリプチリン（シグマ−アルドリッチ社）
【００３５】
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実施例１：各種トランスポーターに対する阻害作用
各トランスポーターｃＤＮＡ（ｍＧＡＴ１、ｍＧＡＴ２、ｍＧＡＴ３、ｍＢＧＴ１、ｒ
ＳＥＲＴ、ｒＮＥＴおよびｒＤＡＴ）を安定発現させたチャイニーズハムスターの卵巣（
ＣＨＯ）細胞を、Gerile et al., International Journal of Molecular Sciences, 13,
2578‑2589, 2012を参考にして作製した。このＣＨＯ細胞を用い、各試験試薬を０．１〜
３００μＭ作用させた。その後、ＣＨＯ細胞をクレブス・リンガーＨＥＰＥＳ緩衝溶液（
ＫＲＨ：１２５ｍＭ
ｍＭ

ＮａＣｌ、５．２ｍＭ

ＭｇＳＯ4、１．２ｍＭ

ＫＣｌ、１．２ｍＭ

ＫＨ2ＰＯ4、５ｍＭ

ＣａＣｌ2、１．４

グルコース、２０ｍＭ

ＨＥＰＥ

Ｓ、ｐＨ７．３）で３回洗浄し、［3Ｈ］ラベルした各基質を３７℃、１０分間反応させ
た。反応後は過剰な［3Ｈ］ラベル基質を除き、氷冷ＫＲＨで３回洗浄して完全に反応を
止めた。細胞を１Ｍ

ＮａＯＨにて溶解させて回収し、１Ｍ

10

ＨＣｌで中和した後、細胞

内へ残った放射活性を液体シンチレーションカウンターにて測定した。ＩＣ50値は、阻害
曲線を作成し、Ｐｒｉｓｍ５（Graphpad Software）を用いて算出した。
【００３６】
結果を表１に示す。ＮＮＣ

０５−２０９０およびＳＫＦ

８９９７６ＡのＧＡＴサブ

タイプに対する阻害作用（ＩＣ50）は、それぞれ文献値とよく一致していた。また、ＮＮ
Ｃ

０５−２０９０は、ＢＧＴ−１に対する阻害とほぼ同程度にＳＥＲＴに対しても強い

阻害作用を示した。
【００３７】
【表１】

20
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【００３８】
これらの結果から、ＮＮＣ

０５−２０９０は、これまでＢＧＴ−１選択的阻害剤とし

て認識されてきたが、ＢＧＴ−１と同程度にＳＥＲＴ（セロトニントランスポーター）、
ＮＥＴ（ノルアドレナリントランスポーター）、ＤＡＴ（ドパミントランスポーター）を
阻害することがわかり、モノアミントランスポーターに対する複合的な阻害作用を有する
ことが証明された。
【００３９】

40

実施例２：神経因性疼痛への作用
神経因性疼痛モデルとしては、最も一般的に使用されている坐骨神経部分結紮モデルを
使用した。まず、マウス（ｄｄＹ系雄性マウス４〜５週齢：体重２５〜３５ｇ）をネンブ
タール６０ｍｇ／ｋｇにて麻酔後、片側坐骨神経を１／２〜１／３結紮し、結紮２週間後
にアロデニア反応を確認した。対照群には、偽手術を施した。
【００４０】
ＮＮＣ

０５−２０９０塩酸塩をＤＭＳＯに溶解し（４０ｍｇ／ｍｌ）、生理的食塩水

で段階希釈して用いた。ＳＫＦ

８９９７６Ａは、ＤＭＳＯに溶解し（３０ｍｇ／ｍｌ）

、生理食塩水で段階希釈して用いた。アミトリプチリンは１ｍｇ／ｍｌの濃度で生理的食
塩水に溶解して用いた。各試薬を脊髄腔内に投与し、薬剤投与直前および投与後のアロデ
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ニア反応を、薬剤投与時を０として薬剤投与後２８時間まで経時的に測定した。ＮＮＣ
０５−２０９０の投与群１〜３の薬剤投与量は、投与群１：１５ｐｍｏｌ（ｎ＝６）、投
与群２：５０ｐｍｏｌ（ｎ＝６）および投与群３：１５０ｐｍｏｌ（ｎ＝７）であり、Ｓ
ＫＦ

８９９７６Ａの比較投与群１〜４の薬剤投与量は、比較投与群１：１．５ｐｍｏｌ

（ｎ＝６）、比較投与群２：１５ｐｍｏｌ（ｎ＝７）、比較投与群３：１５０ｐｍｏｌ（
ｎ＝１０）および比較投与群４：５００ｐｍｏｌ（ｎ＝７）とした。また別に、ＮＮＣ
０５−２０９０（１００μｇ／ｋｇ）を神経結紮群および対照群に腹腔内投与（それぞれ
投与群４：ｎ＝８および対照群１：ｎ＝７）し、アミトリプチリン（１０ｍｇ／ｋｇ）を
神経結紮群および対照群に腹腔内投与（それぞれ比較投与群５：ｎ＝５および対照群２：
ｎ＝４）した。薬剤投与直前および投与後のアロデニア反応を、薬剤投与時を０として薬

10

剤投与後２４時間まで経時的に測定した。
【００４１】
＜機械的アロデニアの評価＞
神経因性疼痛に対する鎮痛効果の指標として、機械的アロデニアを（１）アロデニアス
コアまたは（２）疼痛閾値を用いて評価した。
【００４２】
（１）アロデニアスコア
絵筆で右側後肢をなでたときの反応を以下のとおりスコア化し、アロデニアスコアとし
て用いた。
20

０：無反応
１：足を上げる（触圧部位から逃れる）
２：足を舐める・噛む、足を激しく振る
【００４３】
（２）疼痛閾値
所定の力を与えることができるいくつかのフィラメント（von Frey フィラメント）を
結紮側後肢足底にあて、逃避反応を起こす閾値（マウスがフィラメントに反応する際のフ
ィラメント荷重グラム数）を測定し、評価した。
【００４４】
結果を図１〜５に示す。ＮＮＣ

０５−２０９０は、脊髄腔内投与では、１５ｐｍｏｌ

（投与群１）から用量依存的にアロデニアスコアを低下させ（図１）、さらに、疼痛閾値
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も用量依存的に上昇させ（図２）、１５０ｐｍｏｌ（投与群３）でほぼ完全に疼痛反応が
抑えられた（図１および２）。これに対し、代表的なＧＡＴ−１選択的阻害剤であるＳＫ
Ｆ

８９９７６Ａでは、ＮＮＣ

０５−２０９０と同用量（比較投与群２および３）ある

いはそれ以上の用量（比較投与群４）においてもＮＮＣ

０５−２０９０と同程度の十分

な抗アロデニア効果は示さなかった（図３）。腹腔内投与では、ＮＮＣ

０５−２０９０

は、２時間後から２４時間後まで持続的な抗アロデニア効果が見られた（図４）。一方、
代表的な抗アロデニア薬であるアミトリプチリンは、ＮＮＣ

０５−２０９０の１００倍

量使用しても抗アロデニア効果は観察されなかった（図５）。
【００４５】
これらの結果から、ＮＮＣ

０５−２０９０は、既存薬と比較して低用量で十分な疼痛

40

治療効果を有することがわかった。腹腔内投与においても、１００μｇ／ｋｇで十分な効
果が得られたことは、ＮＮＣ

０５−２０９０の抗痙攣作用が３３ｍｇ／ｋｇであらわれ

るのに対して、非常に驚くべきものであり、副作用のない安全な疼痛治療薬として非常に
有効である。
【００４６】
実施例３：抗うつ作用
強制水泳試験は、Porsoltらにより提案された方法で、現在最も汎用されている抗うつ
作用評価法である。強制水泳下における無動状態は、中枢のカテコールアミン作動活性の
低下に基づくと報告されており、薬剤の抗うつ作用を評価することによって、中枢におけ
るカテコールアミン作動性活性の変化を検証する。
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【００４７】
マウス（ｄｄＹ系雄性マウス７〜８週齢：体重３５〜４０ｇ）を試験前日に２３〜２４
℃の水浴中で予備水泳（１０分間）させた。２４時間後、ＮＮＣ

０５−２０９０を０．

５容量％のＤＭＳＯに溶解し、１００μｇ／ｋｇ、２ｍｇ／ｋｇの用量にて腹腔内投与（
それぞれ投与群５および６：ｎ＝７）し、１時間後に本水泳（４分間）に供した。本水泳
４分間の無動時間を算出した。対照群３として、０．５容量％ＤＭＳＯを腹腔内投与（１
０ｍｇ／ｋｇ）したマウスについて無動時間を比較した（ｎ＝５）。
【００４８】
また、すでに抗うつ効果の報告されているアミトリプチリンについても同様に強制水泳
試験を行った。アミトリプチリン２０ｍｇ／ｋｇの用量にて腹腔内投与（比較投与群６：
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ｎ＝１２）し、４０分後に本水泳（４分間）に供した。対照群４として、生理的食塩水を
腹腔内投与（１０ｍｌ／ｋｇ）したマウスについて無動時間を比較した（ｎ＝５）。
【００４９】
結果を図６に示す。ＮＮＣ

０５−２０９０は、抗アロデニア効果を示す用量である１

００μｇ／ｋｇの投与群５では無動時間は対照群３と比較して差がなかったが、２ｍｇ／
ｋｇの投与群６では無動時間が有意に減少した。アミトリプチリン２０ｍｇ／ｋｇの比較
投与群６でも同様に無動時間は対照群４と比較して有意に減少した。
【００５０】
この結果から、ＮＮＣ

０５−２０９０は２ｍｇ／ｋｇの投与群６において、強制水泳

下での無動時間が有意に減少したことから、ＮＮＣ

０５−２０９０は２ｍｇ／ｋｇの用

20

量で中枢におけるカテコールアミン活性の上昇による抗うつ作用を示すことがわかった。
この作用は、先の実施例１で証明されたＮＮＣ

０５−２０９０の複合的なモノアミント

ランスポーター阻害作用に起因すると考えられ、行動薬理学的解析においてもＮＮＣ

０

５−２０９０の複合的なモノアミントランスポーター阻害作用が証明された。
【００５１】
実施例４：小腸消化管運動への影響
アミトリプチリンなどの三環系抗うつ薬は、抗コリン作用による便秘、唾液分泌抑制な
どの副作用が発現することが知られている。このため、ＮＮＣ

０５−２０９０について

、消化管運動に対して影響を及ぼすかどうか、マウス小腸輸送能実験によって検討した。
30

【００５２】
マウス（ｄｄＹ系雄性マウス６〜７週齢：体重３０〜４０ｇ）を４〜６時間絶食させ、
ＮＮＣ

０５−２０９０を２ｍｇ／ｋｇ（投与群７：ｎ＝９）、１００μｇ／ｋｇ（投与

群８：ｎ＝８）の用量にて腹腔内投与した。また、対照として０．５％ＤＭＳＯを腹腔内
投与（１０ｍｌ／ｋｇ）した（対照群５：ｎ＝９）。投与から４０分経過後、炭末（１２
％活性炭末を懸濁させた２％アラビアゴム水溶液）を０．２ｍｌ経口投与した。炭末投与
の２０分後にエーテル麻酔下、瀉血致死させて全小腸を摘出した。また、アミトリプチリ
ンについては、１０ｍｇ／ｋｇの用量にて腹腔内投与し（比較投与群７：ｎ＝８）、３０
分後に炭末を０．２ｍｌ経口投与し、炭末投与の２０分後に上記と同様にして全小腸を摘
出した。ここで、ＮＮＣ

０５−２０９０は、０．５％ＤＭＳＯに、１０μｇ／ｍｌおよ

び２００μｇ／ｍｌでそれぞれ溶解したものを１０ｍｌ／ｋｇでマウスに投与し、アミト
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リプチリンは、０．５％ＤＭＳＯに１ｍｇ／ｍｌで溶解したものを１０ｍｌ／ｋｇでマウ
スに投与した。
【００５３】
＜小腸輸送能の評価＞
摘出した小腸全長および幽門部から炭末の先端までの距離をそれぞれ測定し、炭末移動
率（％）＝（炭末の幽門部からの移動距離）／（全小腸の長さ）×１００を算出し、小腸
輸送能として評価した。
【００５４】
結果を図７に示す。統計学的な処理は、一元配置分散分析およびダネットの多重比較検
定を用いて行った。ＮＮＣ

０５−２０９０は、１００μｇ／ｋｇの投与群７および２ｍ
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ｇ／ｋｇの投与群８のいずれにおいても対照群５と比べて小腸輸送能に差が見られなかっ
た。一方、アミトリプチリン１０ｍｇ／ｋｇの比較投与群７では、実施例２において抗ア
デロニア効果が得られなかったような低用量であっても、小腸輸送能は有意に減少してい
た（Ｐ＜０．０１）。
【００５５】
ＮＮＣ

０５−２０９０は、１００μｇ／ｋｇで十分な鎮痛効果が見られる。したがっ

て、これらの結果より、ＮＮＣ

０５−２０９０は、鎮痛に用いられる用量およびその２

０倍の用量まで、三環系抗うつ薬であるアミトリプチリンを用いた場合に見られるような
便秘の副作用は発現しないと考えられる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】
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