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(57)【要約】
非侵襲的に高感度・リアルタイムで薬物の時空間的な
体内動態の定量化を可能とする新規な技術手段を提供す
る。
次式（I‑a）および（I‑b）：
【化１９】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
次式（I‑a）：
【化１】

10

（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ

20

素原子、Rc1は水素原子またはフッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1
(OCH2CH2)mRd2‑（Rd1はアミド基または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカ
ルバミン酸エステル基を有していてもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有
していてもよい2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を
示す。）、Yは生物活性物質を含む1価の基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数
を示す。Ra1は‑N3‑の3つの窒素原子のうち両端のいずれか一方の窒素原子に結合している
。）で表わされる、[18F]Fで標識されたPEG化生物活性物質。
【請求項２】
請求項１に記載のPEG化生物活性物質を製造する方法であって、次式（II‑a）：
【化２】

（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示
す。）で表わされる[18F]フルオロPEG化合物と、次式（III）：
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【化３】

10

（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc1は水素原子またはフ
ッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1(OCH2CH2)mRd2‑（Rd1はC1〜C12
炭化水素基または2価のC1〜C12アミド基またはカルバミン酸エステル基含有炭化水素基、

20

d2

R

は2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）、

Yは生物活性物質を含む1価の基を示す。）で表わされる環状アセチレン化合物とを、生理
的条件下（水溶液中、室温、かつ銅触媒の不存在下）に反応させ、前記式（I‑a）で表わ
されるPEG化生物活性物質を合成することを特徴とする、[18F]Fで標識されたPEG化生物活
性物質の製造方法。
【請求項３】
次式（I‑b）：
【化４】
30

40

（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ
素原子、Rc1は水素原子またはフッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1
(OCH2CH2)mRd2‑（Rd1はアミド基または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカ
ルバミン酸エステル基を有していてもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有
していてもよい2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を
示す。）、Yは生物活性物質を含む1価の基、Zは蛍光色素を含む1価の基、nは分子量換算
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で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。Ra1は‑N3‑の3つの窒素原子のうち両端のいずれか
一方の窒素原子に結合している。）で表わされる、蛍光標識されたPEG化生物活性物質。
【請求項４】
請求項３に記載のPEG化生物活性物質を製造する方法であって、次式（II‑b）：
【化５】

10
a1

（式中、Zは蛍光色素を含む1価の基、R

は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kD

a〜40kDaの範囲内の整数を示す。）で表わされる蛍光色素含有PEG化合物と、次式（III）
：
【化６】

20

30
b1

（式中、R

b10

〜R

c1

はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、R
d1

ッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑R

は水素原子またはフ

(OCH2CH2)mR

d2

‑（Rd1はアミド基

または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミン酸エステル基を有してい
てもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有していてもよい2価のC1〜C6炭化水
素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）、Yは生物活性物質を含む1
価の基を示す。）で表わされる環状アセチレン化合物とを、生理的条件下（水溶液中、室
温、かつ銅触媒の不存在下）に反応させ、前記式（I‑b）で表わされるPEG化生物活性物質
を合成することを特徴とする、蛍光標識されたPEG化生物活性物質の製造方法。
【請求項５】
次式（II‑a
【化７】

）：

40

（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示
す。）で表されるデオキシフルオロPEG化合物。
【請求項６】
式（II‑a

）のFが、18Fである請求項５に記載のデオキシフルオロPEG化合物。
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【請求項７】
次式（II‑b）：
【化８】

（式中、Zは蛍光色素を含む1価の基、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kD
a〜40kDaの範囲内の整数を示す。）で表される蛍光色素含有PEG化合物。

10

【請求項８】
次式（II‑c）：
【化９】

（式中、Rh1はハロゲン原子で置換されていてもよい1価のC1〜C12炭化水素基、またはヘ
テロ原子もしくはハロゲン原子を含んでいてもよいC1〜C4有機基で置換されていてもよい

20

a1

フェニル基、R

は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数

を示す。）で表されるスルホニル化PEG化合物。
【請求項９】
請求項８に記載のスルホニル化PEG化合物の製造方法であって、次式（II‑c‑1）：
【化１０】

30
a1

（式中、R

は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示

す。）で表わされる化合物と、ジアゾ転送試薬のスルホニルアジド化合物とを溶媒中で反
応させて次式（II‑c‑2）：
【化１１】

（式中、Ra1およびnは前記と同義である。）を合成し、次いで得られた式（II‑c‑2）で表
わされる化合物と、スルホニル化試薬とを溶媒中で反応させて前記式（II‑c）で表わされ
るスルホニル化PEG化合物を合成することを特徴とするスルホニル化PEG化合物の製造方法
。
【請求項１０】
請求項６に記載のデオキシフルオロPEG化合物の製造方法であって、次式（II‑c）：
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【化１２】

（式中、Rh1はハロゲン原子で置換されていてもよい1価のC1〜C12炭化水素基、またはヘ
テロ原子もしくはハロゲン原子を含んでいてもよいC1〜C4有機基で置換されていてもよい
フェニル基、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数
を示す。）で表されるスルホニル化PEG化合物と、[18F]標識フッ素化試薬とを溶媒中で反
18

応させて、[

F]で標識された前記式（II‑a

10

）で表わされるデオキシフルオロPEG化合物

を合成することを特徴とするデオキシフルオロPEG化合物の製造方法。
【請求項１１】
請求項７に記載の蛍光色素含有PEG化合物の製造方法であって、次式（II‑b‑1）：
【化１３】

20
（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示
す。）で表される化合物と、この式（II‑b‑1）で表される化合物のアミノ基と反応する官
能基を有する蛍光色素とを反応させて、前記式（II‑b）で表される蛍光色素含有PEG化合
物を合成することを特徴とする蛍光色素含有PEG化合物の製造方法。
【請求項１２】
次式（III）：
【化１４】

30

40

（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc1は水素原子またはフ
ッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1(OCH2CH2)mRd2‑（Rd1はアミド基
または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミン酸エステル基を有してい
てもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有していてもよい2価のC1〜C6炭化水
素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）、Yは生物活性物質を含む1
価の基を示す。）で表わされる環状アセチレン化合物。
【請求項１３】
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次式（III‑1）：
【化１５】

10

（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc1、Rc2はそれぞれ独
立に水素原子またはフッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1(OCH2CH2)
d2

mR

20

‑（R

d1

はアミド基または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミン酸

エステル基を有していてもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有していても
よい2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）を
示す。）で表わされる環状アセチレン化合物。
【請求項１４】
請求項１３に記載の環状アセチレン化合物の製造方法であって、次式（III‑1‑1）：
【化１６】

30

40

（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Re1は2価のC1〜C5炭化
水素基を示す。）で表わされる環状アセチレン化合物と、次式（III‑1‑2）：

(8)
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【化１７】

（式中、Rc1、Rc2はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc3はC1〜C8炭化水素基
d3

または‑R

(OCH2CH2)mR

d4

‑（R

d3

10

は2価のC1〜C8炭化水素基またはOCH2CH2、R

d4

はアミド基

を有していてもよい2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整
数を示す。）、ORc4は前記（III‑1）で表される蛍光色素含有PEG化合物のアミノ基との反
応により脱離する脱離基を示す。）で表わされるマレイミド化合物とを反応させて、前記
式（III‑1）で表される蛍光色素含有PEG化合物を合成することを特徴とする環状アセチレ
ン化合物の製造方法。
【請求項１５】
請求項１２に記載の環状アセチレン化合物の製造方法であって、次式（III‑1）：
【化１８】
20

30

（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc1、Rc2はそれぞれ独
立に水素原子またはフッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1(OCH2CH2)
d2

mR

‑（Rd1はアミド基または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミン酸

エステル基を有していてもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有していても
よい2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）を

40

示す。）で表わされる環状アセチレン化合物と、この式（III‑1）で表される環状アセチ
レン化合物のマレイミド基と反応する官能基を有する生物活性物質とを反応させて、前記
式（III）で表される環状アセチレン化合物を合成することを特徴とする環状アセチレン
化合物の製造方法。
【請求項１６】
請求項１に記載の[18F]Fで標識されたPEG化生物活性物質の体内動態をポジトロン断層
法(PET)によってリアルタイムに非侵襲的かつ定量的に解析する方法。
【請求項１７】
請求項３に記載の蛍光標識されたPEG化生物活性物質の体内動態を蛍光検出法によって
リアルタイムに非侵襲的かつ定量的に解析する方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、PEG化生物活性物質の体内動態の解析等のために、生物活性物質をPEG化する
技術と[18F]Fや蛍光色素によって標識する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
タンパク質性医薬品に長鎖ポリエチレングリコール（PEG, 分子量5,000〜40,000程度）
を結合すると薬効の持続、副作用の軽減などが期待できるため、PEG化は創薬研究で活発
に利用されている。すでに、PEG化インターフェロンα（C型肝炎治療薬）やPEG化エリス

10

ロポエチン（腎性貧血治療薬）などが市販され、また、低分子の医薬品候補化合物のPEG
化研究も盛んに行われている。
【０００３】
一方、2008年に厚労省から「マイクロドーズ臨床試験」の実施ガイダンスが発表された
。これは、医薬品開発の効率化と安全性向上を目指すために、臨床開発の初期段階で、ヒ
トにおいて薬理作用を発現すると推定される投与量の1/100を超えない用量または100μg
のいずれか少ない用量の被験物質を、健康な被験者に単回投与することにより、その薬物
動態に関する情報を得る試験である。そのために、非侵襲的に高感度・リアルタイムで薬
物の時空間的な体内動態を定量化する技術が必要となる。
20

【０００４】
18

このような時代の要請に応えるべく、本発明者らは数年前より[

F]Fで標識した新規な

PEG化合物を創製し、体内動態解析への応用研究を行ってきた。すなわち、[18F]Fで標識
した新規なPEG含有低分子化合物（分子量360）を創製した。これによってリポソームをラ
ベル化し、ラットにおける体内動態をポジトロン断層法(PET)によって可視化/定量化する
新技術を開発した（特許文献１、非特許文献１）。
【０００５】
また[18F]Fで標識した長鎖PEG（分子量2,000と10,000）を合成した。この長鎖PEGを用
い、ラットにおけるPEG自身の体内動態を、PETを用いて可視化/定量化することに成功し
た（非特許文献２）。
30

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第4989241号（平成24年5月11日登録）
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】J. Med. Chem. 2007, 50, 6454‑6457.
【非特許文献２】Mol. Pharmaceutics 2011, 8, 302‑308.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】

40

【０００８】
18

上記の技術では[

F]FをPEGに導入する工程を80〜120℃で行ってきたが、この加熱条件

をPEG化ペプチドに適用するとペプチドが変成してしまう。更に、[18F]Fの半減期が110分
であるために、[18F]F標識化は迅速に行う必要がある。
【０００９】
本発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされたものであり、非侵襲的に高感度・リアル
タイムでPEG化生物活性物質の時空間的な体内動態の可視化/定量化を可能とする新規な技
術手段を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記の課題を解決するために、本発明は以下のことを特徴としている。
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【００１１】
本発明の[18F]Fで標識されたPEG化生物活性物質は、次式（I‑a）：
【００１２】
【化１】

10

20
【００１３】
（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ
素原子、Rc1は水素原子またはフッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1
(OCH2CH2)mRd2‑（Rd1はアミド基または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカ
ルバミン酸エステル基を有していてもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有
していてもよい2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を
示す。）、Yは生物活性物質を含む1価の基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数
を示す。Ra1は‑N3‑の3つの窒素原子のうち両端のいずれか一方の窒素原子に結合している
。）で表わされる。

30

【００１４】
本発明の[18F]Fで標識されたPEG化生物活性物質の製造方法は、前記式（I‑a）で表わさ
れるPEG化生物活性物質を製造する方法であって、次式（II‑a）：
【００１５】
【化２】

40
【００１６】
（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示
す。）で表わされる[18F]フルオロPEG化合物と、次式（III）：
【００１７】

(11)
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【化３】

10

【００１８】
（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc1は水素原子またはフ
d1

ッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑R

(OCH2CH2)mR

d2

20

‑（R

d1

はアミド基

または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミン酸エステル基を有してい
てもよいC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有していてもよい2価のC1〜C6炭化水素基
、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）、Yは生物活性物質を含む1価の
基を示す。）で表わされる環状アセチレン化合物とを、生理的条件下（水溶液中、室温、
かつ銅触媒の不存在下）に結合(Huisgen反応)させ、前記式（I‑a）で表わされるPEG化生
物活性物質を合成することを特徴とする。
【００１９】
本発明の蛍光標識されたPEG化生物活性物質は、次式（I‑b）：
【００２０】

30

【化４】

40

【００２１】
（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ
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素原子、Rc1は水素原子またはフッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1
(OCH2CH2)mRd2‑（Rd1はアミド基または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカ
ルバミン酸エステル基を有していてもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有
していてもよい2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を
示す。）、Yは生物活性物質を含む1価の基、Zは蛍光色素を含む1価の基、nは分子量換算
で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。Ra1は‑N3‑の3つの窒素原子のうち両端のいずれか
一方の窒素原子に結合している。）で表わされる。
【００２２】
本発明の蛍光標識されたPEG化生物活性物質の製造方法は、前記式（I‑b）のPEG化生物
10

活性物質を製造する方法であって、次式（II‑b）：
【００２３】
【化５】

【００２４】
（式中、Zは蛍光色素を含む1価の基、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kD
a〜40kDaの範囲内の整数を示す。）で表わされる蛍光色素含有PEG化合物と、次式（III）

20

：
【００２５】
【化６】

30

40

【００２６】
（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc1は水素原子またはフ
ッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1(OCH2CH2)mRd2‑（Rd1はアミド基
または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミン酸エステル基を有してい
てもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有していてもよい2価のC1〜C6炭化水
素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）、Yは生物活性物質を含む1
価の基を示す。）で表わされる環状アセチレン化合物とを、生理的条件下（水溶液中、室
温、かつ銅触媒の不存在下）に結合(Huisgen反応)させ、前記式（I‑b）で表わされるPEG
化生物活性物質を合成することを特徴とする。
【００２７】
本発明のデオキシフルオロPEG化合物は、次式（II‑a

）：
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【００２８】
【化７】

【００２９】
（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示
す。）で表される。このデオキシフルオロPEG化合物において、式（II‑a

）のFは、例え

10

ば18Fである。
【００３０】
本発明の蛍光色素含有PEG化合物は、次式（II‑b）：
【００３１】
【化８】

20
【００３２】
（式中、Zは蛍光色素を含む1価の基、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kD
a〜40kDaの範囲内の整数を示す。）で表される。
【００３３】
本発明のスルホニル化PEG化合物は、次式（II‑c）：
【００３４】
【化９】

30

【００３５】
（式中、Rh1はハロゲン原子で置換されていてもよい1価のC1〜C12炭化水素基、またはヘ
テロ原子もしくはハロゲン原子を含んでいてもよいC1〜C4有機基で置換されていてもよい
フェニル基、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数
を示す。）で表される。
【００３６】
本発明のスルホニル化PEG化合物の製造方法は、前記式（II‑c）で表わされるスルホニ
ル化PEG化合物の製造方法であって、次式（II‑c‑1）：

40

【００３７】
【化１０】

【００３８】
（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示
す。）で表わされる化合物と、ジアゾ転送試薬のスルホニルアジド化合物とを溶媒中で反
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応させて次式（II‑c‑2）：
【００３９】
【化１１】

10

【００４０】
a1

（式中、R

およびnは前記と同義である。）を合成し、次いで得られた式（II‑c‑2）で表

わされる化合物と、スルホニル化試薬とを溶媒中で反応させて前記式（II‑c）で表わされ
るスルホニル化PEG化合物を合成することを特徴とする。
【００４１】
本発明のデオキシフルオロPEG化合物の製造方法は、前記式（II‑a

）で表わされるデ

オキシフルオロPEG化合物の製造方法であって、次式（II‑c）：
【００４２】
【化１２】
20

【００４３】
（式中、Rh1はハロゲン原子で置換されていてもよい1価のC1〜C12炭化水素基、またはヘ
テロ原子もしくはハロゲン原子を含んでいてもよいC1〜C4有機基で置換されていてもよい
フェニル基、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数
を示す。）で表されるスルホニル化PEG化合物と、[18F]標識フッ素化試薬とを溶媒中で反
応させて、[18F]で標識された前記式（II‑a

）で表わされるデオキシフルオロPEG化合物

30

を合成することを特徴とする。
【００４４】
本発明の蛍光色素含有PEG化合物の製造方法は、前記式（II‑b）で表される蛍光色素含
有PEG化合物の製造方法であって、次式（II‑b‑1）：
【００４５】
【化１３】

40

【００４６】
（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、nは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示
す。）で表される化合物と、この式（II‑b‑1）で表される化合物のアミノ基と反応する官
能基を有する蛍光色素とを反応させて、前記式（II‑b）で表される蛍光色素含有PEG化合
物を合成することを特徴とする。
【００４７】
本発明の環状アセチレン化合物は、次式（III）：
【００４８】
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【化１４】

10

【００４９】
（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc1は水素原子またはフ
d1

ッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑R

(OCH2CH2)mR

d2

20

‑（R

d1

はアミド基

または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミン酸エステル基を有してい
てもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有していてもよい2価のC1〜C6炭化水
素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）、Yは生物活性物質を含む1
価の基を示す。）で表わされる。
【００５０】
本発明の環状アセチレン化合物は、次式（III‑1）：
【００５１】
【化１５】
30

40

【００５２】
（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc1、Rc2はそれぞれ独
立に水素原子またはフッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1(OCH2CH2)
d2

mR

‑（Rd1はアミド基または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミン酸
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エステル基を有していてもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有していても
よい2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）を
示す。）で表わされる。
【００５３】
本発明の環状アセチレン化合物の製造方法は、前記式（III‑1）で表わされる環状アセ
チレン化合物の製造方法であって、次式（III‑1‑1）：
【００５４】
【化１６】
10

20

【００５５】
（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Re1は2価のC1〜C5炭化
水素基を示す。）で表わされる環状アセチレン化合物と、次式（III‑1‑2）：
【００５６】
30

【化１７】

【００５７】
（式中、Rc1、Rc2はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc3はC1〜C8炭化水素基
d3

または‑R

(OCH2CH2)mR

d4

‑（R

d3

は2価のC1〜C8炭化水素基またはOCH2CH2、R

d4

はアミド基

を有していてもよい2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整
数を示す。）、ORc4は前記（III‑1）で表される蛍光色素含有PEG化合物のアミノ基との反
応により脱離する脱離基を示す。）で表わされるマレイミド化合物とを反応させて、前記
式（III‑1）で表される蛍光色素含有PEG化合物を合成することを特徴とする。
【００５８】
本発明の環状アセチレン化合物の製造方法は、前記式（III）で表わされる環状アセチ
レン化合物の製造方法であって、次式（III‑1）：
【００５９】
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【化１８】

10

【００６０】
（式中、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子、Rc1、Rc2はそれぞれ独

20

d1

立に水素原子またはフッ素原子を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑R

(OCH2CH2)

d2
‑（Rd1はアミド基または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミン酸
mR

エステル基を有していてもよい2価のC1〜C12炭化水素基、Rd2はアミド基を有していても
よい2価のC1〜C6炭化水素基、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）を
示す。）で表わされる環状アセチレン化合物と、この式（III‑1）で表される環状アセチ
レン化合物のマレイミド基と反応する官能基を有する生物活性物質とを反応させて、前記
式（III）で表される環状アセチレン化合物を合成することを特徴とする。
【００６１】
本発明によれば、前記の[18F]Fで標識されたPEG化生物活性物質の体内動態をポジトロ
ン断層法(PET)によってリアルタイムに非侵襲的かつ定量的に解析する方法が提供される

30

。
【００６２】
本発明によれば、前記の蛍光標識されたPEG化生物活性物質の体内動態を蛍光検出法に
よってリアルタイムに非侵襲的かつ定量的に解析する方法が提供される。
【００６３】
分子量数千以上の長鎖PEGの[18F]F標識化は本発明者らの報告（非特許文献２）以外に
例は無い。タンパク質は熱や化学薬品などで容易に変成するため、分子量数千以上の長鎖
PEGが結合したタンパク質の[18F]F標識化は更に困難で、前例は全く無い。従って、本発
明の新規性は明瞭である。
【００６４】

40

医薬品候補としてのPEG化タンパク質やPEG化抗体の開発は世界的に活発に研究されてい
るが、その体内動態を生体で解析した例は全く無い。タンパク質を結合した長鎖PEGと、[
18

F]F標識化長鎖PEGの合成条件が全く異なるために、本発明によれば、予め各ユニットを

別々に合成し、その後に生理的条件下のHuisgen反応で両者を結合することによって、初
めて分子量数千以上の長鎖PEGが結合したタンパク質の[18F]F標識化が可能になる。本発
明によれば、種々の[18F]F‑PEG化化合物の体内動態がPETによってリアルタイムに可視化/
定量化できる。
【００６５】
リンカーXにPEG（分子量2kDa〜40kDa）を用いて式（I‑a）や式（I‑b）のPEG化生物活性
物質を合成すれば、式（II‑a）や式（II‑b）由来のPEGと併せた分子量4kDa〜80kDaの長鎖
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PEG鎖の中程にHuisgen反応連結部分が収まる。このために、連結部分が分子全体に及ぼす
影響を軽減することができる。それによって、実際のPEG化生物活性物質の体内動態と殆
ど変わらない結果を得ることができると考えられる。
【００６６】
蛍光色素を結合した式（I‑b）の化合物の利用は、PETよりも簡便に可視化、定量化でき
る利点がある。
【００６７】
本発明者らの方法では式（II‑c）から式（II‑a）への反応は20分以内で完了する。式（
II‑a）と式（III）の連結も20分程度以内に終了できれば、半減期110分の[18F]Fでも、式
（I‑a）の放射活性が十分量確保できる。また、リンカー部はPEG部に比べて格段に小さい

10

ため、分子全体に及ぼす影響は殆どないことがFeringa, B. et al., Angew.Chem.2011 な
どに記されている。
【００６８】
PETは極めて高感度であるため、ごく微量のPEG化医薬品候補化合物を使って、ヒトで安
全に動態の情報が得られる。本発明は、マイクロドーズ臨床試験を推進する極めて有力な
手法を提供できる。これは、創薬研究に画期的な手法を提供し、その波及効果は非常に大
きい。本発明は、世界中の製薬企業や創薬研究者が使う基本的なツールとなり得る。
【００６９】
疾患に特異的なバイオマーカー（抗体、ペプチド、核酸、低分子化合物など）を長鎖[1
8

F]F‑PEGに結合してPETプローブ化すれば、各種疾患の診断に利用される。[18F]F‑FDG （

20

fluorodeoxyglucose）を用いるPETによる癌診断が普及しているように、非侵襲的な全身
スキャン・可視化に有効なPETのインフラ整備は進んでいる。[18F]F‑PEGを活用する診断
薬の充実は、近い将来、早期医療を支える1つの柱になるであろう。
【００７０】
PEG化タンパク質やPEG化抗体は生化学研究の試薬としても汎用されているので、[18F]F
‑PEGや蛍光色素を結合したPEGを活用すれば、その用途は更に広がる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】実施例３において化合物64とAlexa Fluor 750 Carboxylic Acid Succinimidyl E
sterとの反応混合物をHPLCで分析した結果を示すチャートである。

30

【図２Ａ】実施例４において化合物64とAlexa Fluor 647 Carboxylic Acid Succinimidyl
Esterとの反応混合物（粗生成物）をHPLCで分析した結果を示すチャートである。
【図２Ｂ】実施例４において化合物64とAlexa Fluor 647 Carboxylic Acid Succinimidyl
Esterとの反応混合物（粗生成物）をHPLCで分析した結果を示すチャートである。
【図３】実施例９において化合物83と化合物56の反応混合物をHPLCで分析した結果を示す
チャートである。
【図４Ａ】実施例１１において化合物83と化合物56aの反応混合物をHPLCで分析した結果
を示すチャートである。
【図４Ｂ】実施例１１において化合物83と化合物56aの反応混合物をHPLCで分析した結果
を示すチャートである。

40

【図５】実施例１２において化合物84と化合物56の反応混合物をHPLCで分析した結果を示
すチャートである。
【図６】実施例１３において化合物84をHPLCで分析した結果を示すチャートである。
【図７Ａ】実施例１３において化合物84と化合物56aの反応混合物をHPLCで分析した結果
を示すチャートである。
【図７Ｂ】実施例１３において化合物84と化合物56aの反応混合物をHPLCで分析した結果
を示すチャートである。
【図８Ａ】実施例１４において、A549ヒト肺がん細胞移植マウスに対照化合物(86a)を尾
静脈に投与後、その体内動態をAlexa647の蛍光によってin vivoイメージングした結果を
示す。

50

(19)

JP WO2014/157584 A1 2014.10.2

【図８Ｂ】実施例１４において、A549ヒト肺がん細胞移植マウスにRGDfC‑PEG(85a)を尾静
脈に投与後、その体内動態をAlexa647の蛍光によってin vivoイメージングした結果を示
す。
【図９】実施例１４において、投与3時間後にマウスを解剖し、血液、各臓器、および腫
瘍への対照化合物(86a)とRGDfC‑PEG(85a)の分布をIVISにてex vivoイメージングした結果
を示す。
【図１０】実施例１５において化合物83と化合物52の反応混合物をHPLCで分析した結果を
示すチャートである。
【図１１Ａ】実施例１６において化合物81と化合物52の反応混合物をHPLCで分析した結果
10

を示すチャートである。
【図１１Ｂ】実施例１６において化合物81と化合物52の反応混合物をHPLCで分析した結果
を示すチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００７２】
以下に、本発明について詳細に説明する。
（デオキシフルオロPEG化合物）
本発明のデオキシフルオロPEG化合物は、前記式（II‑a

）で表される。このデオキシ

フルオロPEG化合物は、次のようにして合成することができる。
【００７３】
最初に、出発原料として前記式（II‑c‑1）で表わされる化合物HO(CH2CH2O)n‑Ra1‑NH2

20

を用いて、ジアゾ転送試薬のスルホニルアジド化合物と反応させて前記式（II‑c‑2）で表
わされる化合物HO(CH2CH2O)n‑Ra1‑N3を合成する。
【００７４】
出発原料のHO(CH2CH2O)n‑Ra1‑NH2 は、nが分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内のもので
、例えば、分子量に分布はあるがその大部分がこの範囲内である市販のものが使用できる
。
【００７５】
nは、分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内、好ましくは2kDa〜40kDaの範囲内、より好ま
しくは2kDa〜30kDaの範囲内である。
【００７６】
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a1

R

は、2価のC1〜C6炭化水素基を示す。好ましくは2価のC1〜C6アルキレン基、より好

ましくは2価のC2〜C4アルキレン基である。
【００７７】
スルホニルアジド化合物R‑SO2N3は、ジアゾ転送試薬として知られているが、中でも貯
蔵安定性が良く、結晶で取り扱い性も良く安全性の高いイミダゾール‑1‑スルホニルアジ
ド塩酸塩が好ましい。
【００７８】
イミダゾール‑1‑スルホニルアジド塩酸塩を用いた第一級アミンのアジドへの変換は、E
than D. Goddard‑Borger, Robert V. Stick, Org. Lett. 2007, 9, 3797‑3800.に記載さ
れている。

40

【００７９】
例えば、HO(CH2CH2O)n‑Ra1‑NH2 を1当量、K2CO3を2当量、および触媒量のCuSO4・H2Oを
メタノールに溶解し、室温でイミダゾール‑1‑スルホニルアジド塩酸塩1.5当量を加えて24
時間撹拌して反応させた後、濃塩酸などで酸性とし、有機溶媒で抽出し、有機層を無水Mg
SO4で乾燥後、溶媒を減圧留去して目的物を得ることができる。
【００８０】
次に、この反応によって得られたHO(CH2CH2O)n‑Ra1‑N3をスルホニル化試薬と溶媒中で
反応させて、上記式（II‑c）で表わされる化合物Rh1SO2O(CH2CH2O)n‑Ra1‑N3を合成する。
【００８１】
ここでRh1は、フッ素原子等のハロゲン原子で置換されていてもよい1価のC1〜C12炭化
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水素基、またはヘテロ原子もしくはハロゲン原子を含んでいてもよいC1〜C4有機基（例え
ば、メチル基等）で置換されていてもよいフェニル基を示す。
【００８２】
この反応は、好ましくは有機塩基の存在下で行われる。有機塩基としては、例えば、Et
3N、RNMe2などを用いることができる。ここでRNMe2のRとしては、炭素数1〜6のアルキル

基、炭素数7〜12のアリールアルキル基などが挙げられる。中でも、メチル基が好ましい
。また、RNMe2触媒は、例えばHCl塩などの適当な塩の形態で用いてもよく、特にMe3Nの場
合はHCl塩として用いることが好ましい。
【００８３】
スルホニル化試薬としては、例えば、p‑トルエンスルホニルクロライド（TsCl）、メタ

10

ンスルホニルクロリド（MsCl）、トリフルオロメタンスルホン酸無水物（Tf2O）、ノナフ
ルオロブタンスルホン酸フルオリド（NfF）などを用いることができる。
【００８４】
このスルホニル化反応に用いる溶媒としては、例えば、ジクロロメタン、1,2‑ジクロロ
エタン、トリフルオロトルエン、アセトニトリル、トルエンなどが挙げられる。
【００８５】
このスルホニル化反応は、例えば、原料のHO(CH2CH2O)n‑Ra1‑N3に対してスルホニル化
試薬を1〜10当量、Et3Nを1〜10当量、RNMe2を0.05〜1当量の範囲で用いて行うことができ
る。
20

【００８６】
このスルホニル化反応は、例えば、反応温度‑20〜60℃、反応時間1〜24時間の範囲で行
うことができる。
【００８７】
反応後の精製は、目的物のPEG化合物はその極性の高さから分液操作や順相カラムクロ
マトグラフィーによる精製が困難であり、未反応のスルホニル化試薬や副生するEt3N・ス
ルホン酸を除去することが困難である。これに対して、強酸性イオン交換樹脂Amberlite
IR‑120および強塩基性イオン交換樹脂Amberlite IRA‑400を用いると（参考文献：Shuji A
kai, Sho Ishida, Kentaro Hatanaka, Takayuki Ishii, Norihiro Harada, Hideo Tsukad
a, Naoto Oku, Molecular Pharmaceutics, 2011, 8, 302‑308.）これらの不純物を効果的
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に除去することができる。
【００８８】
次に、得られたRh1SO2O(CH2CH2O)n‑Ra1‑N3を、フッ素化試薬と溶媒中で反応させて上記
式（II‑a

）で表されるデオキシフルオロPEG化合物F(CH2CH2O)n‑Ra1‑N3を合成する。

【００８９】
フッ素化試薬としては、例えば、フッ化テトラ‑n‑ブチルアンモニウム（nBu4NF ：TBAF
）、KF‑Kryptofix‑ [2.2.2]、CsFなどが挙げられる。
【００９０】
ここで、フッ素化試薬として、[18F]標識フッ素化試薬を用いると、式（II‑a

）で表

される化合物を18Fで標識することができる。19Fが18Fに変わっても反応性への影響はほ
とんどない。ただし、[18F]標識フッ素化試薬を用いた反応は、放射線の影響を避けるた

40

めに自動合成装置で行われる（非特許文献２）。
【００９１】
18

Fは半減期が110分と短いため、[18F]F標識化反応は短時間で進行させる必要がある。

そのため[18F]標識フッ素化試薬と溶媒の選択が重要になる。
【００９２】
溶媒としては、例えば、アセトニトリル（MeCN）、ジメチルホルムアミド（DMF）、ジ
メチルスルホキシド（DMSO）などが挙げられる。また、t‑ブタノール（t‑BuOH）はCsFやn
Bu4NFを用いるフッ素化において反応性や選択性を向上させる溶媒として知られている（K
im, D. W.; Jeong, H. J.; Lim, S. T.; Sohn, M. H.; Katzenellenbogen, J. A.; Chi,
D. Y. Facile Nucleophilic Fluorination Reactions Using tert‑Alcohols as a Reacti
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on Medium: Significantly Enhanced Reactivity of Alkali Metal Fluorides and Impro
ved Selectivity. J. Org. Chem. 2008, 73, 957‑962.）。
【００９３】
[18F]標識フッ素化試薬と溶媒の組み合わせとしては、例えば、[18F]nBu4NF/DMF、[18F
]KF‑Kryptofix‑ [2.2.2]/MeCN、[18F]nBu4NF/ MeCN、[18F]KF‑Kryptofix‑ [2.2.2]/ t‑Bu
OH、[18F]nBu4NF/ t‑BuOH、[18F]CsF/ t‑BuOHなどが挙げられるが、[18F]Fの半減期が110
分と短いため、放射活性が十分量確保できるように迅速に標識化すること、例えば20分間
で反応を終了することを考慮すると、[18F]nBu4NF/DMFが効果的である。
【００９４】
この標識化反応は、例えば、アルゴンなどの不活性ガス雰囲気下、Rh1SO2O(CH2CH2O)n‑

10

X‑N3に対して[18F]標識フッ素化試薬を用いて、50〜150℃で行うことができる。
【００９５】
反応後の精製は、強酸性イオン交換樹脂Amberlite IR‑120および強塩基性イオン交換樹
脂Amberlite IRA‑400を用いて行うことができる。
（蛍光色素含有PEG化合物）
前記式（II‑b）で表わされる蛍光色素含有PEG化合物は、前記式（II‑b‑1）で表される
化合物と、この式（II‑b‑1）で表される化合物のアミノ基と反応する官能基を有する蛍光
色素とを反応させることで合成することができる。
【００９６】
式（II‑b）において、Zは蛍光色素を含む1価の基である。蛍光色素としては、特に限定

20

されないが、例えば、フルオレセイン・ファミリーの蛍光色素（Integrated DNA Technol
ogies社製）、ポリハロフルオレセイン・ファミリーの蛍光色素（アプライドバイオシス
テムズジャパン(株)製）、ヘキサクロロフルオレセイン・ファミリーの蛍光色素（アプラ
イドバイオシステムズジャパン(株)製）、クマリン・ファミリーの蛍光色素（インビトロ
ジェン(株)製）、ローダミン・ファミリーの蛍光色素（GEヘルスケア バイオサイエンス(
株)製）、シアニン・ファミリーの蛍光色素、インドカルボシアニン・ファミリーの蛍光
色素、オキサジン・ファミリーの蛍光色素、チアジン・ファミリーの蛍光色素、スクアラ
イン・ファミリーの蛍光色素、キレート化ランタニド・ファミリーの蛍光色素、BODIPY（
登録商標）・ファミリーの蛍光色素（インビトロジェン(株)製）、ナフタレンスルホン酸
・ファミリーの蛍光色素、ピレン・ファミリーの蛍光色素、トリフェニルメタン・ファミ

30

リーの蛍光色素、Alexa Fluor（登録商標）色素シリーズ（インビトロジェン(株)製）な
どが挙げられる。これらファミリーに含まれる代表的な蛍光色素の吸収波長（nm）および
発光波長は、例えば、450〜850nmの範囲内である。
【００９７】
Ra1は、2価のC1〜C6炭化水素基を示す。好ましくは2価のC1〜C6アルキレン基、より好
ましくは2価のC2〜C4アルキレン基である。
【００９８】
nは、分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内、好ましくは2kDa〜40kDaの範囲内、より好ま
しくは2kDa〜30kDaの範囲内である。
【００９９】

40

前記式（II‑b‑1）で表される化合物のアミノ基と反応する官能基を有する蛍光色素とし
ては、例えば、アミノ基と反応する官能基として‑COORf1（ORf1は優れた脱離能を有する
基を示し、例えば、HORf1としてN‑ヒドロキシスクシミドが挙げられる）を有する蛍光色
素等が挙げられる。
【０１００】
前記式（II‑b）で表わされる蛍光色素含有PEG化合物は、例えば、前記式（II‑b‑1）で
表される化合物と、この式（II‑b‑1）で表される化合物のアミノ基と反応する官能基を有
する蛍光色素とをDMF/NaHCO3 aq等の溶媒中、室温付近で反応させることで合成すること
ができる。
（環状アセチレン化合物）
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前記式（III）で表わされる環状アセチレン化合物は、前記式（III‑1‑1）で表わされる
環状アセチレン化合物と、前記式（III‑1‑2）で表わされるマレイミド化合物とを反応さ
せて合成することができる。
【０１０１】
式（III）で表わされる環状アセチレン化合物において、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水
素原子またはフッ素原子、Rc1は水素原子またはフッ素原子を示す。
【０１０２】
Xは2価のC1〜C12炭化水素基または‑Rd1(OCH2CH2)mRd2‑（Rd1はアミド基または(OCH2CH2
)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミン酸エステル基を有していてもよい2価のC
1〜C12炭化水素基（ここでC1〜C12にはアミド基またはカルバミン酸エステル基の炭素原
子を含まない。）、Rd2はアミド基を有していてもよい2価のC1〜C6炭化水素基（ここでC1

10

〜C6にはアミド基の炭素原子を含まない。）、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整
数を示す。）を示す。
【０１０３】
Xの2価のC1〜C12炭化水素基は、好ましくは2価のC1〜C12アルキレン基、より好ましく
は2価のC1〜C6アルキレン基である。
【０１０４】
XのRd1がアミド基またはカルバミン酸エステル基を含まない2価のC1〜C12炭化水素基の
場合、好ましくは2価のC1〜C12アルキレン基、より好ましくは2価のC1〜C6アルキレン基
である。XのRd1がアミド基または(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成されてもよいカルバミ
g1

g2

ン酸エステル基を有する2価のC1〜C12炭化水素基の場合、例えば、‑R

NHCOR

‑（R

g2

g1

はそれぞ

g1

はそれぞれ独立にC1〜C5アルキレン基を示す。）、‑R

NHCOOR

g2

‑（R
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g1

、R

、R

g2

れ独立にC1〜C5アルキレン基を示す。）、‑Rg1NHCOO‑（Rg1はC1〜C5アルキレン基を示し
、NHCOO‑は(OCH2CH2)mの酸素原子と共に構成される。）等が挙げられる。Rd2はアミド基
を有していてもよい2価のC1〜C6炭化水素基であり、好ましくはC1〜C4アルキル基または‑
Rg3NHCORg4‑（Rg3、Rg4はそれぞれ独立にC1〜C5アルキレン基を示す。）である。mは、分
子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内、好ましくは2kDa〜40kDaの範囲内、より好ましくは2kDa
〜30kDaの範囲内である。
【０１０５】
またYは生物活性物質を含む1価の基を示す。生物活性物質は、生物に対して生理作用な

30

いしは薬理作用を発現する物質単体および化合物群であり、自然界から適切な方法で得ら
れるものであっても、遺伝子工学的手法その他の人工的手法で製造される天然と同一の物
質であってもよく、さらに、これらの改変型であってもよい。具体的には、例えば、ペプ
チド、核酸関連物質、低分子化合物、抗原、抗体、受容体、接着分子、サイトカイン、ホ
ルモン、多糖、オリゴ糖、オリゴペプチド、酵素、抗生物質、酵素阻害剤、受容体アゴニ
スト、受容体アンタゴニストなどが挙げられる。
【０１０６】
前記式（III）で表わされる環状アセチレン化合物は、前記式（III‑1）で表わされる環
状アセチレン化合物と、この式（III‑1）で表される環状アセチレン化合物のマレイミド
基と反応する官能基を有する生物活性物質とをDMF/NaHCO3 aq等の溶媒中、室温付近で反

40

応させることで合成することができる。
【０１０７】
この生物活性物質における式（III‑1）で表される環状アセチレン化合物のマレイミド
基と反応する官能基としては、例えば、チオール基等が挙げられる。
【０１０８】
前記式（III‑1）で表わされる環状アセチレン化合物は、前記式（III‑1‑1）で表わされ
る環状アセチレン化合物と、前記式（III‑1‑2）で表わされるマレイミド化合物とを、ジ
クロロメタンやTHF/aq等の溶媒中で、必要に応じてNaHCO3 やEt3N等の塩基を添加して反
応させることで合成することができる。
【０１０９】
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式（III‑1‑1）において、Rb1〜Rb10はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子を示す
。Re1は2価のC1〜C5炭化水素基、好ましくはC1〜C5アルキレン基である。
【０１１０】
式（III‑1‑2）において、Rc1、Rc2はそれぞれ独立に水素原子またはフッ素原子を示す
。Rc3はC1〜C8炭化水素基または‑Rd3(OCH2CH2)mRd4‑（Rd3は2価のC1〜C8炭化水素基また
はOCH2CH2、Rd4はアミド基を有していてもよい2価のC1〜C6炭化水素基（ここでC1〜C6に
はアミド基の炭素原子を含まない。）、mは分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示
す。）、ORc4は前記（II‑b‑1）で表される蛍光色素含有PEG化合物のアミノ基との反応に
より脱離する脱離基ORf1と同様の基を示す。
10

【０１１１】
Rc3のC1〜C8炭化水素基は、好ましくは2価のC1〜C8アルキレン基、より好ましくは2価
のC1〜C6アルキレン基である。
【０１１２】
Rc3の‑Rd3(OCH2CH2)mRd4‑において、Rd3は2価のC1〜C8アルキレン基、より好ましくは2
価のC1〜C6アルキレン基である。Rd4は2価のC1〜C6炭化水素基であり、好ましくはC1〜C4
アルキル基である。mは、分子量換算で1kDa〜40kDaの範囲内、好ましくは2kDa〜40kDaの
範囲内、より好ましくは2kDa〜30kDaの範囲内である。
（[18F]Fで標識されたPEG化生物活性物質）
前記式（I‑a）で表わされる、[18F]Fで標識されたPEG化生物活性物質は、前記式（II‑a
）で表わされる[18F]フルオロPEG化合物と、前記式（III）で表わされる環状アセチレン

20

化合物とを、生理的条件下（水溶液中、室温、かつ銅触媒の不存在下）に反応させること
で合成することができる。
【０１１３】
本発明の[18F]Fで標識されたPEG化生物活性物質には、式（I‑a）のリンカーXにPEG（分
子量2kDa〜40kDa）を用いたものが含まれる。このような化合物の合成が実施可能である
ことは、後述の実施例の結果と、既に当業者に知られている技術常識より明らかであるこ
とが理解されるであろう。そしてこのような式（II‑a）由来のPEGとリンカーX由来のPEG
とを有する長鎖PEG化合物の合成は、前述したように、予めタンパク質を結合した長鎖PEG
と、[18F]F標識化長鎖PEGの合成条件が全く異なるために、各ユニットを別々に合成し、
その後に生理的条件下のHuisgen反応で両者を結合することによって、初めて分子量数千

30

18

以上の長鎖PEGが結合したタンパク質の[

F]F標識化が可能ではないかと着想し、後述の

実施例で実施可能な程度に裏付けられたことによる。このような長鎖PEG化合物によれば
、式（II‑a）由来のPEGと併せた分子量4kDa〜80kDaの長鎖PEG鎖の中程にHuisgen反応連結
部分が収まるために、連結部分が分子全体に及ぼす影響を軽減することができる。
【０１１４】
この[18F]Fで標識されたPEG化生物活性物質を用いることで、その体内動態をポジトロ
ン断層法(PET)によってリアルタイムに非侵襲的かつ定量的に解析することが可能となる
。
【０１１５】
なお、このアジドとアルキンのHuisgen環化付加反応は、アジドおよびアルキンが高い
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化学的安定性を有し、かつほぼ無極性で水素結合を形成しにくい性質のため生体分子の構
造特性を大きく変化させることはないという特徴がある。しかし無触媒では反応速度が非
常に遅く、通常は長時間の加熱が必要であった。2002年にMeldalおよびSharplessらによ
って銅触媒を用いる手法が報告され、銅触媒がアルキンを活性化することで迅速かつ穏和
な条件での反応が可能になった。
【０１１６】
しかし、本発明では高反応性の式（III）で表わされる環状アセチレン化合物を用いる
ことで、銅触媒を用いずとも、銅触媒を用いる手法と同程度の速度で反応が進行する。銅
イオンは細胞毒性を有しているため、これが不要になることは大きな利点であり、上記の
PETによる体内動態解析や、下記の蛍光色素による体内動態解析などの応用にも適してい
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る。
（蛍光標識されたPEG化生物活性物質）
前記式（I‑b）で表わされる、蛍光標識されたPEG化生物活性物質は、前記式（II‑b）で
表わされる蛍光色素含有PEG化合物と、前記式（III）で表わされる環状アセチレン化合物
とを、生理的条件下（水溶液中、室温、かつ銅触媒の不存在下）に反応させることで合成
することができる。
【０１１７】
この蛍光標識されたPEG化生物活性物質を用いることで、その体内動態を種々の蛍光検
出法によってリアルタイムに非侵襲的かつ定量的に解析することが可能となる。
10

【実施例】
【０１１８】
以下に、実施例により本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら
限定されるものではない。
＜実施例１〜３＞

アジド基を有する官能基化された新規PEGの合成

市販されている末端にアミノ基を有するPEG(2kDa, 58)を出発原料とし、Goddard‑Borge
rらの手法を用いて末端アミノ基をアジド化し59を得た。続いて末端水酸基をトシル化し6
0を得た。なお、本発明者らが開発した陽イオン及び陰イオン交換樹脂を用いるPEGの精製
法を応用することで極性の高いPEG誘導体60でも効率よく単離することができた。最後にn
Bu4NFを用いてフッ素化することで目的とするPEG 52を3工程79%の収率で得た。精製は同
様にイオン交換樹脂を用いた。

20

【０１１９】
【化１９】

30

【０１２０】
＜実施例１＞
化合物59の合成
【０１２１】
【化２０】

40

【０１２２】
HO(CH2CH2O)nC3H6NH2 (58, 平均分子量: 2 kDa, 0.40 g, 0.20 mmol)、K2CO3(55 mg 0.
40 mmol)、CuSO4・H2O (2.5 mg, 10 μmol)をMeOH (2.0 ml)に溶かし、室温でImidazole‑
1‑sulfonyl azide・HCl(63 mg, 0.30 mmol)を加え24時間撹拌した。溶媒を減圧留去し、
残渣に1N HCl (5 ml)を加えCH2Cl2(5 ml)で3回抽出した。有機層を無水MgSO4で乾燥後、
溶媒を減圧留去し、59(0.38 g, 97%)を得た。
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1

H NMR (500 MHz, CDCl3) : 1.85 (2 H, quint, J = 6.5 Hz), 3.39 (2 H, t, J = 6.5 H

z), 3.48‑3.79 (ca.200 H, m).

13

C NMR (500 MHz, CDCl3) : 29.0, 48.4, 61.4, 67.8,

70.1, 70.3, 70.4, 70.5, 72.8. IR (CHCl3) : 2099 cm‑1.
MS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C89H179N3O44K [M (n=43) + K]+: 2033.1499, found: 2
033.2044.
化合物60の合成
【０１２３】
【化２１】
10

【０１２４】
59 (0.19 g, 95 μmol)、TsCl (0.11 g, 0.57 mmol)、Me3N・HCl (1.0 mg, 10 μmol)
をCH2Cl2(2.0 ml) に溶かし、室温でEt3N (0.10 ml, 0.67 mmol)を加え3時間撹拌した。
溶媒を減圧留去し、H2O‑MeCN (1:1, 20 ml)に溶かした。活性化した強酸性イオン交換樹
脂Amberlite IR‑120(3.0 g)および活性化した強塩基性イオン交換樹脂Amberlite IRA‑ 40
0 (3.0 g) を加え約20 分間激しく撹拌し、濾過した。濾液を減圧濃縮し、60 (0.19 g 92
%)を得た。
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) : 1.84 (2 H, quint, J = 6.5 Hz), 2.44 (3 H, s), 3.38 (2

20

H, t, J = 6.5 Hz), 3.48‑3.78 (ca.200 H, m), 4.14 (2 H, t, J = 5.0 Hz), 7.33 (2 H
, d, J = 8.0 Hz), 7.78 (2 H, d, J = 8.0 Hz).

13

C NMR (500 MHz, CDCl3) : 21.6, 29

.1, 48.4, 67.8, 68.6, 69.2, 70.3, 70.5, 70.7, 127.9, 129.8, 132.9, 144.7. IR (CH
Cl3) : 2099 cm‑1.
MS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C94H181N3O45SK [M (n=42) + K]+: 2143.1325, found:
2143.3302.
＜実施例２＞
化合物52の合成
【０１２５】
30

【化２２】

【０１２６】
アルゴン雰囲気下、60 (40 mg, 20 μmol)を無水DMF (0.5 ml)に溶かし、nBuN4F (1.0
M THF solution, 30 μl, 0.30 μmol) を加え、80 °Cで20分間撹拌した。H2O‑MeCN (1:
1, 20 ml)に溶かした後、活性化した強酸性イオン交換樹脂Amberlite IR‑120(2.0 g)およ
び活性化した強塩基性イオン交換樹脂Amberlite IRA‑ 400 (2.0 g) を加え約20 分間激し
く撹拌し、濾過した。濾液を減圧濃縮し、52 (35 mg 88%)を得た。

40

1

H NMR (500 MHz, CDCl3) : 1.84 (2 H, quint, J = 6.5 Hz), 3.38 (2 H, d, J = 6.5 H

z), 3.47‑3.78 (ca.200 H, m), 4.55 (2 H, td, J = 4.5, 52.0 Hz).

13

C NMR (500 MHz,

CDCl3) : 29.1, 48.4, 67.8, 70.3, 70.5, 70.7, 83.1 (d, J = 168 Hz).

19

F NMR (470

MHz, CDCl3) : ‑223 (tt, J = 29, 47 Hz)
IR (CHCl3) : 2099 cm‑1
MS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C89H178N3O43FK [M (n=43) + K]+: 2035.1455, found:
2035.2070.
＜実施例３＞
化合物64の合成
市販されている58のアミノ基を保護し、水酸基をトシル化することで62を2工程89%の収
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率で得た。続いて求核的にアジドを導入し、アミノ基を脱保護することで目的のPEG 64を
定量的に得た。なお、各工程における精製はイオン交換樹脂や低極性溶媒による洗浄を行
うことで精製困難なPEGを効率よく単離した。
【０１２７】
【化２３】

10

【０１２８】
化合物62の合成
【０１２９】
【化２４】
20
【０１３０】
HO(CH2CH2O)n(CH2)3NH2 (58, 平均分子量: 2kDa, 0.10 g, 50 μmol)をCH2Cl2‑1M NaOH
水 (1:1, 1.0 ml)に溶かし、室温でBoc2O(23 μl, 0.10 mmol)を加え19時間撹拌した。溶
媒を減圧留去し、残渣をCH2Cl2(1.0 ml) に溶かし、TsCl (57 mg, 0.30 mmol)、Me3N・HC
l (1.0 mg, 10 μmol)、Et3N (49 μl, 0.35 mmol)を加え室温で24時間撹拌した。溶媒を
減圧留去し、H2O‑MeCN (1:1, 20 ml)に溶かした後、活性化した強酸性イオン交換樹脂Amb
erlite IR‑120(2.0 g)および活性化した強塩基性イオン交換樹脂Amberlite IRA‑ 400 (2.
0 g) を加え約20 分間激しく撹拌し、濾過した。濾液を減圧濃縮し、62 (0.10 g, 89%)を
得た。

30

1

H NMR (400 MHz, CDCl3) : 1.40 (9 H, s), 1.72 (2 H, quint, J = 6 Hz), 2.42 (3 H,
s), 3.18 (2 H, dd, J = 12, 6 Hz), 3.47‑3.78 (ca.200 H, m), 4.12 (2 H, t, J = 5

Hz), 7.32 (2 H, d, J = 8 Hz), 7.76 (2 H, d, J = 8 Hz).
HRMS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C101H195NO48SK [M (n=43) + K]+: 2261.2206, found
: 2261.2132.
化合物63の合成
【０１３１】
【化２５】
40

【０１３２】
62(0.10 g, 44 μmol)をDMF(0.5 ml)に溶かし、室温でNaN3(8.6 mg, 0.13 mmol)を加え
100 °Cで2時間撹拌した。溶媒を減圧留去し、H2O‑MeCN (1:1, 20 ml)に溶かした後、活
性化した強酸性イオン交換樹脂Amberlite IR‑120(2.0 g)および活性化した強塩基性イオ
ン交換樹脂Amberlite IRA‑ 400 (2.0 g) を加え約20 分間激しく撹拌し、濾過した。濾液
を減圧濃縮し、63 (0.10 g, quant.)を得た。
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) : 1.41 (9 H, s), 1.73 (2 H, quint, J = 6 Hz), 3.19 (2 H,
dd, J = 13, 6 Hz), 3.37 (2 H, t, J = 5 Hz) 3.47‑3.78 (ca.200 H, m)
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HRMS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C94H188N4O45K [M (n=43) + K]+: 2132.2183, found:
2132.2180.
化合物64の合成
【０１３３】
【化２６】

【０１３４】

10

63(0.10 g, 44 ・ol)を4N HCl/EtOAc(1.0 ml)に溶かし、室温で4時間撹拌した。溶媒を
減圧留去し、残渣をhexaneで洗浄し、64(94mg, quant.)を得た。
1

H NMR (500 MHz, D2O/CDCl3) : 2.00‑2.10 (2 H, m), 3.19 (2 H, t, J = 5 Hz), 3.39

(2 H, t, J = 5 Hz) 3.47‑3.78 (ca.200 H, m).
HRMS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C89H180N4O43K [M (n=43) + K]+: 2032.1658, found:
2032.1563.
続いて64と775nmに最大蛍光発光を持つAlexa Fluor 750を結合した。
【０１３５】
【化２７】
20

【０１３６】

30

化合物56の合成
【０１３７】
【化２８】

【０１３８】
64(0.30 mg, 1.5 μmol)とAlexa Fluor 750 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester (9
0 μg)をDMF (50 μl)、NaHCO3水(0.15M, 50 μl)に溶かし、室温で21時間撹拌した。逆
相HPLC(MeCN‑H2O, 7:3)で精製し、56 (65%)を得た。反応液はHPLCで分析し、700nmで検出
した（図１）。通常この領域に吸収をもつ化合物はない。そのため、吸収ピークは全てAl
exa Fluor由来のものであると考えられ、目的とする反応が進行したことが示唆された。
また、ピーク面積を基に収率を算出した。なお、これ以降反応剤の量が極めて少ない場合
はHPLCによる反応追跡を行った。
＜実施例４＞
64と647nmに最大蛍光発光を持つAlexa Fluor 647を結合し、56aを合成した。
【０１３９】

40
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【化２９】

【０１４０】
64 (0.17 μmol)をNaHCO3aq. (0.1 M, 100 μl)に溶かしAlexa Fluor 647 Carboxylic

10

Acid, Succinimidyl Ester (0.18 μmol) のDMF溶液(100 μl) を加えた。室温で220分間
撹拌した。反応粗生成物をHPLC (5C18‑AR‑II, 4.6×250 mm, MeCN:H2O = 5 : 95 (0 min)
→5 : 95 (5 min) →50 : 50 (15 min) →50 : 50 (25 min) → 95 : 5 (30 min) → 10
0 : 0 (35 min), 流速1.0 mL min‑1, 検出: UV 650 nm及びコロナ荷電化粒子検出器)で分
析した（図２Ａ，Ｂ）。粗生成物 (HPLC 1)および、Alexa 647 Carboxylic Acid, Succin
imidyl Esterと粗生成物との混合物（HPLC 2）の比較により、保持時間21 minに現れた新
しいピーク（目的化合物56a）を含む粗生成物を次の反応に用いた。
＜実施例５、６＞

高反応性シクロオクチンの合成

側鎖末端にマレイミド基を有する高反応性シクロオクチンを合成した。
＜実施例５＞

20

側鎖末端にマレイミド基を有する高反応性シクロオクチン（72, 79）を合成した。まず
、dibenzosuberenoneに塩酸ヒドロキシルアミンを反応させオキシム68を定量的に得た。
続いて徳山らのDIBALを過剰に用いるBeckman転位及びアミドの還元反応(Cho, H.; Iwama,
Y.; Sugimoto, K.; Mori, S.; Tokuyama, H.J. Org. Chem. 2010, 75, 627‑636.)を68に
適用し、8員環アミン69を80%の収率で得た。
【０１４１】
【化３０】

30

【０１４２】
β‑アラニンならびに化合物69を原料にして73を合成した。
【０１４３】

(29)
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【化３１】

10

20
【０１４４】
次に、マレイミドユニット67を文献(Figueiredo, R. M.; Oczipka, P.; Frohlich, R.;
Christmann, M. Synthesis2008, 8, 1316‑1318.)に従い合成した。
【０１４５】
【化３２】

30

【０１４６】
次に、マレイミドユニット67 (X = OH)と化合物73の縮合反応を検討した。その結果、
縮合剤EDCを用いた場合、72が生じたが収率は最高でも20%であったが(Entries 1‑3)、67
を酸クロリドへと変換した後反応させると高反応性シクロオクチン72を40%の収率で得る
ことができた(Entry 4)。
【０１４７】

(30)
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【化３３】

10

【０１４８】
また、73と78から、別の高反応性シクロオクチン79を合成した。

20

【０１４９】
【化３４】

30
【０１５０】
化合物79の合成
73(212 mg, 0.623 mmol)、78(290 mg, 1.87 mmol)をTHF(5.5 ml)及びNaHCO3水(5.5 ml)
の混合液に溶かし、室温で30分間撹拌した。NH4Cl sat.を加え、CH2Cl2で抽出した。有機
層を無水MgSO4で乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー(hexane
‑EtOAc, 1:1)で精製し79(139 mg, 62%)を得た。
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) : 2.18‑2.31 (1 H, m), 2.46‑2.55 (1 H, m), 3.64 (1 H, d,

J = 14 Hz), 3.54‑3.63 (1 H, m), 3.68‑3.80 (1 H, m), 5.14 (1 H, d, J = 14 Hz), 6.
53 (1H, s), 7.22‑7.41 (7 H, m), 7.69 (1 H, d, J = 7 Hz).
+

HRMS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C22H16N2O3Na [M + Na] : 379.1053, found: 379.105
2.
＜実施例６＞
PEG (Mw 2kDa)を導入したシクロオクチン81を合成した。すなわち、末端にカルボキシ
ル基とアミノ基を有する市販のPEG 80を出発原料とし、先ほどと同様にしてマレイミド基
を導入した。続いてカルボキシル基をNHSで活性エステルとし、アミン73と反応させ81を3
工程64%の収率で得た。
【０１５１】
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【化３５】

10

【０１５２】
化合物81の合成
【０１５３】
【化３６】

20

【０１５４】
80(0.10 g, 46 μmol)、78(22 mg, 0.14 mmol)をMeCN(0.5 ml)及びNaHCO3 水(0.5 ml)
に溶かし、室温で3時間撹拌した。1M HCl 水を加え、CH2Cl2で3回抽出した。有機層を無
水MgSO4で乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣をCH2Cl2(1.0 ml)に溶かし、NHS(16 mg, 0.
14 mmol)、EDC(27 mg, 0.14 mmol)を加え、室温で16時間撹拌した。H2Oを加え、CH2Cl2で
3回抽出した。有機層を無水MgSO4で乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣をCH2Cl2(1.0 ml)
に溶かし、73(25 mg, 92 μmol)、Et3N (13 μl, 92 μmol)を加え3時間撹拌した。1M HC

30

l 水を加え、CH2Cl2で3回抽出した。有機層を無水MgSO4で乾燥し、溶媒を減圧留去した。
残渣をカラムクロマトグラフィー(CH2Cl2‑MeOH, 10:1)で精製した。その後、逆相HPLC (M
eCN‑H2O, 7:3)で精製し、81(72mg, 64%)を得た。
＜実施例７〜１１＞

PEG化ペプチドの体内動態を可視化する分子の合成

＜実施例７＞
化合物82の合成
最初に、前記において合成したアジドPEG 52とアルキン79を用いてHuisgen反応を検討
した。
【０１５５】
79(4.9 mg, 14 μmol)をMeCN(0.3 ml)に溶かし、室温で52(20 mg, 10 μmol)を加え室
温で15分間撹拌した。溶媒を減圧留去し、残渣を逆相HPLC(MeCN‑H2O, 95:5)で精製し、82
(20mg, 80%,２種の位置異性体3:2の混合物)を得た。2種の位置異性体のどちらが主生成物
であるかは決定していない。
【０１５６】
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【化３７】

10

【０１５７】
＜実施例８＞
化合物83の合成
79 (0.2 mg, 0.56 μmol)、cyclo‑RGDfC‑SH (0.50 μmol)をDMF(70 μl)とNaHCO3水(0.

20

10 M, 70 μl)の混合液に溶かし、室温で24時間撹拌した。HPLC (5C18‑AR‑II, 4.6×250
mm, MeCN : H2O = 1 : 1, 流速1.0mLmin‑1，検出: UV 254 nm)にて分析し、79ならびにcy
clo‑RGDfC‑SHとは異なる新しいピーク（保持時間3.3分）を分取して化合物83を得た。
HRMS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C46H51N10O10S [M + H]+: 935.3505, found: 935.349
2.
【０１５８】
【化３８】

30

【０１５９】
＜実施例９＞
対照化合物として、cyclo‑RGDfC‑SHの代わりにドデカンチオールを導入した84を同様に
して合成した。

40

【０１６０】
【化３９】

【０１６１】

50
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79(7.0 mg, 20 μmol)をMeCN(0.2 ml)とCH2Cl2(10 μl)の混合液に溶かし、0℃でドデ
カンチオール(3.8 μl, 15.7 μmol)、K2CO3(4.1 mg, 29 μmol)を加え、室温で11時間撹
拌した。溶媒を減圧留去し、残渣をカラムクロマトグラフィー(hexane‑EtOAc, 1:1)で精
製し、84(6.8 mg, 78%)を得た。
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) : 0.88 (3 H, t, J = 7 Hz), 1.21‑1.37 (18 H, m), 1.44‑1.7

0 (2 H, m), 2.19 (1 H, sext, J = 8 Hz), 2.36 (1 H, dt, J = 19, 3 Hz), 2.42‑2.84
(3 H, m), 2.94 (1 H, ddd, J = 22, 19, 9 Hz), 3.46‑3.75 (3 H, m), 3.64 (1 H, d, J
= 14 Hz), 5.14 (1 H, d, J = 14 Hz), 7.26‑7.41 (7 H, m), 7.69 (1 H, d, J = 7 Hz)
.
HRMS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C34H43N2O3S [M + H]+: 559.2989, found: 559.2989.

10

＜実施例10＞
83と56のHuisgen反応による結合を試みた。その結果、83は速やかに消失し、化合物85
が得られた（図３）。
【０１６２】
【化４０】

20

【０１６３】
化合物85の合成
【０１６４】
【化４１】

30

【０１６５】
83(30 nmol)、56(45 nmol)をDMF(50 μl)、H2O(50 μl)に溶かし、室温で15分間撹拌し
た。
＜実施例11＞
83と56aのHuisgen反応を行い、化合物85aを得た。
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【０１６６】
【化４２】

【０１６７】
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83(32 nmol) をDMFとNaHCO3水の1 : 1 混合液(8.0 μl)に溶解し、56a(8 nmol)のDMF
溶液(12.5 μl)とMeCN(20 μl)の混合液を加えた。反応液を室温で8時間撹拌した。HPLC
(5C18‑AR‑II 4.6×250 mm, MeCN:H2O = 5 : 95 (0 min) →5 : 95 (5 min) →50 : 50 (1
5 min) →50 : 50 (25 min) → 95 : 5 (30 min) → 100 : 0 (35 min), 流速1.0 mL min
‑1

, 検出: UV 254 nm, 650 nm及びコロナ荷電化粒子検出器、図４Ａ，Ｂ参照) の保持時

間（21分）のピークを分取し、85aを得た。
＜実施例12＞
バックグラウンド用として84と56のHuisgen反応により86を合成した。700nmで検出した
ところ56が消失し、保持時間11.5分の新しいピークがAlexa Fluor付加体86であると考え
られる（図５）。また、ピーク面積を基に収率は52%と推定した。
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【０１６８】
【化４３】

【０１６９】

20

化合物86の合成
【０１７０】
【化４４】

30
【０１７１】
84(60 nmol)、56(30 nmol)をDMF(50 μl)、H2O(50 μl)に溶かし、室温で15分間撹拌し
た。逆相HPLC(MeCN‑H2O, 30:70→100:0)で分析し、86(52%)を得た。
＜実施例13＞
対照化合物として、cyclo‑RGDfCの代わりにドデカンチオールが結合した86aを同様にし
て合成した。
【０１７２】
【化４５】
40

【０１７３】
化合物86aの合成
84 (図6) (32 nmol)と56a(8 nmol) のDMF（12.5 μl）溶液を室温で70分間撹拌した。H
PLC

(5C18‑AR‑II 4.6×250 mm, MeCN:H2O = 5 : 95 (0 min) →5 : 95 (5 min) →50 :

50
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50 (15 min) →50 : 50 (25 min) → 95 : 5 (30 min) → 100 : 0 (35 min), 流速1.0 m
L min‑1, 検出: UV 254 nm, 650 nm及びコロナ荷電化粒子検出器、図７Ａ，Ｂ参照) の保
持時間（21分）のピークを分取し、86aを得た。
＜実施例14＞
RGDfC‑PEG(85a)のin vivoイメージング
1. 実験材料
各サンプル:

RGDfC‑PEG(85a), control‑PEG(86a)

クロロフィルを含まないマウス飼育用飼料：オリエンタル酵母工業（株）
イソフルラン（エスカイン＜登録商標＞）：メルク製薬（株）
10

insuflon＜登録商標＞：Unomedical
2. 実験方法
（がん細胞の培養）
移植がん細胞としてA549ヒト肺がん細胞株を用いた。培養培地としては、D‑MEM/Ham

s

F‑12にペニシリンG（100 unit/mL）、ストレプトマイシン溶液（100 μg/mL）を加えた
ものに、非働化ウシ胎児血清（Fetal bovine serum：FBS）を加えて調製した10% FBS D‑M
EM/Ham

s F‑12 (P/S+)を用いた。インキュベーター内で5% CO2存在下37oCで培養し、コ

ンフルエント時には、0.25% Trypsin/EDTA‑PBS(‑)溶液で細胞を剥離し、継代を行った。
（担がんマウスの作製）
実験動物には5週齢の雄性BALB/c nu/nu マウス（日本SLC）を用いた。マウスは、クロ
ロフィルを含まない飼料を与えて飼育し、イメージング時のバックグラウンドを低減した

20

。
【０１７４】
A549細胞の懸濁液（1.0×107cells / 0.2 mL/ mouse）をマウスの左腹側部に移植し、
腫瘍径が約10 mmに到達した時点でイメージングに用いた。
（サンプル調製）
各サンプル[RGDfC‑PEG (85a), control‑PEG (86a)]を10 nmol / mLとなるように、適量
の生理食塩水にて用時溶解した。
（in vivoイメージング）
担がんマウスの尾静脈内にカニューレ（insuflon＜登録商標＞）を挿入後、専用チャン
バー内でイソフルラン（エスカイン＜登録商標＞）を用いてマウスを麻酔した。マウスを

30

IVIS Lumina Imaging System（Xenogen社）の装置内に固定後、調製した各サンプル（2 n
mol / 0.2 mL / mouse）を尾静脈内投与した。投与直後から各サンプルに含まれるAlexa6
47の蛍光を非侵襲的にイメージングした。投与3時間後にマウスを解剖し、血液、各臓器
、および腫瘍への85a, 86aの分布をIVISにてex vivoイメージングした。
3. 実験結果
A549ヒト肺がん細胞移植マウスに投与したcontrol‑PEG(86a) あるいはRGDfC‑PEG(85a)
の体内動態をAlexa647の蛍光によってin vivoイメージングした結果を図８Ａ，Ｂに示す
。いずれのサンプルにおいても腎臓から膀胱へと移行していく様子が観察された。投与3
時間後にマウスを解剖し、血液、各臓器、および腫瘍への86a, 85aの分布をIVISにてex v
ivoイメージングした結果を図９に示す。この結果から、RGDfC‑PEG(85a)の腎臓および腫
瘍への顕著な集積が観察された。したがって、RGDfC‑PEG(85a)は腫瘍のイメージングに有
用であることが示唆された。
＜実施例15＞
【０１７５】
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【化４６】

【０１７６】
83(25 nmol)、52(Mw 2 kDa, 50 nmol)をDMF(50 μl)、H2O(50 μl)に溶かし、室温で15

10

分間撹拌した。逆相HPLCで分析し、87を得た（図１０）。
＜実施例16＞
【０１７７】
【化４７】

20
【０１７８】
化合物88の合成
81 (0.26 μmol)をMeCN (0.5ml) に溶解し、52 (0.19 μmol)を加えて室温で120分間撹
(5C18‑AR‑II 4.6×250 mm, MeCN:H2O = 1 : 1, 流速0.4 mL min‑1, 検出:

拌した。HPLC

UV 254 nm及びコロナ荷電化粒子検出器、図１１Ａ，Ｂ参照) の保持時間（14分）のピー
クを分取し、88を得た。なお、HPLCでは81は8min, 52と88はいづれも14minに現れる。88
と52が重なり、反応の終点を判断することはできなかったので、念のために120分間、反
応を行った。
MS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C200H371N6O88FNa [M (n1 = n2 =42) + Na]+: 4307.462

30

2, found: 4307.3684.
＜実施例17＞
【０１７９】
【化４８】

40
【０１８０】
化合物90の合成
89 (2.2 μmol)のMeCN (0.4ml)溶液にK2CO3 (0.6 mg, 4.4 μmol)を加えた後、dodecan
ethiol のMeCN溶液(24 mM)を0.1 ml加え、反応液を室温で220分間撹拌した。粗生成物(化
合物90)はそのまま次の反応に用いた。
HRMS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C111H211N3O50SK [M (n = 42) + K]+: 2457.3413, fo
und: 2457.3437.
＜実施例18＞
【０１８１】
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【化４９】

【０１８２】
10

化合物91の合成
2

90 (4.0×10

μmol)のCH2Cl2 (0.25 ml)溶液に73のCH2Cl2 溶液(36 mM)を17.5 μl加

え、室温で15分間撹拌し、化合物91を得た。
HRMS (MALDI‑TOF): m/z calcd for C127H226N4O49SK [M (n = 43) + K]+: 2662.4668, fo
und: 2662.4610.

【図１】

【図２Ａ】
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【図２Ｂ】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図５】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】
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【図８Ａ】

【図９】

【図８Ｂ】

【図１０】
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【国際調査報告】
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【要約の続き】
（式中、Ra1は2価のC1〜C6炭化水素基、Rb1〜Rb10は水素原子等、Rc1は水素原子等を示し、Xは2価のC1〜C12炭化水
素基または‑Rd1(OCH2CH2)mRd2‑（Rd1は2価のC1〜C12炭化水素基等、Rd2は2価のC1〜C6炭化水素基等、mは分子量換算
で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）、Yは生物活性物質を含む1価の基、Zは蛍光色素を含む1価の基、nは分子量
換算で1kDa〜40kDaの範囲内の整数を示す。）で表わされる[18F]F標識または蛍光標識PEG化生物活性物質。
（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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