JP WO2014/109296 A1 2014.7.17

(57)【要約】
開示されているのは、式（１）：

（式中、Xはアミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α‑シヌクレ
イン及びTDP‑43からなる群から選択される少なくとも1
種に結合活性を有する化合物の残基であり、mは0〜6の
整数であり、nは1〜5の整数であり、Jは以下の群から選
択される基である。

ここで、R1及びR2はそれぞれ独立に水素原子、フッ素
原子、メチル又はトリフルオロメチルであり、R3はトリ
フルオロメチル又はトリフルオロメトキシであり、pは1
〜4の整数である。但し、JがJ‑1の場合はm + n ≧ 5で
あり、JがJ‑2又はJ‑3の場合はm + n ≧ 7であるものと
する。）で表される化合物又はその塩である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（１）：
【化１】

（式中、Xはアミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α‑シヌクレイン及びTDP‑43からなる群から選
択される少なくとも1種に結合活性を有する化合物の残基であり、mは0〜6の整数であり、
nは1〜5の整数であり、Jは以下の群から選択される基である。
【化２】
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ここで、R1及びR2はそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、メチル又はトリフルオロメ
チルであり、R3はトリフルオロメチル又はトリフルオロメトキシであり、pは1〜4の整数
である。但し、JがJ‑1の場合はm + n ≧ 5であり、JがJ‑2又はJ‑3の場合はm + n ≧ 7で
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あるものとする。）で表される化合物又はその塩。
【請求項２】
Xがアミロイドβ蛋白に結合活性を有する化合物の残基である、請求項１に記載の化合
物又はその塩。
【請求項３】
Xが式（ｘ１）：
【化３】
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（式中、R4及びR5はC1〜6アルキルである。）で表される基である、請求項２に記載の化
合物又はその塩。
【請求項４】
請求項１に記載の化合物又はその塩を有効成分とするアミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α
‑シヌクレイン又はTDP‑43が蓄積する疾患の画像診断薬。
【請求項５】
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前記疾患がアルツハイマー病、前頭側頭型認知症、進行性核上性麻痺、パーキンソン病
、レビー小体病又は筋萎縮性側索硬化症である、請求項４に記載の画像診断薬。
【請求項６】
画像診断がMRIである、請求項４に記載の画像診断薬。
【請求項７】
請求項２に記載の化合物又はその塩を有効成分とするアミロイドβ蛋白が蓄積する疾患
の画像診断薬。
【請求項８】
アミロイドβ蛋白が蓄積する疾患がアルツハイマー病である、請求項７に記載の画像診
断薬。
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【請求項９】
画像診断がMRIである、請求項７に記載の画像診断薬。
【請求項１０】
請求項４に記載の画像診断薬を用いる、アミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α‑シヌクレイ
ン又はTDP‑43が蓄積する疾患の診断方法。
【請求項１１】
請求項７に記載の画像診断薬を用いる、蛋白のβシート構造が病因又は病因の一部とな
る疾患の診断方法。
【請求項１２】
請求項２に記載の化合物又はその塩を有効成分とする脳をはじめとする組織中のアミロ
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イドβ蛋白又は老人斑の染色薬。
【請求項１３】
請求項１２に記載の染色薬を用いて組織中のアミロイドβ蛋白又は老人斑を染色する方
法。
【請求項１４】
アミロイドβオリゴマーを検出するために用いられる画像診断薬であって、
(A) 請求項３に記載の化合物又はその塩と
(B) 式（２）：
【化４】
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（式中、R6a及びR6bはそれぞれ独立に水素原子、アルキル、アセチル又はメトキシカルボ
ニルであり、R7はそれぞれ独立にフッ素原子、CHF2‑、CF3‑、CHF2O‑又はCF3O‑であり、R8
はそれぞれ独立に水素原子又はフッ素原子であり、Aはアルキル、シアノ、カルボキシル
、アルコキシカルボニル又はR9‑(CH2)q‑であり、R9はヒドロキシ、カルボキシ、シアノ、
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アセチルオキシ、アルコキシカルボニル、アルコキシアルコキシ、ヒドロキシアルコキシ
又はCONR10R11であり、R10及びR11はそれぞれ独立に水素原子又はアルキルであり、qは1
〜5の整数である）で表されるクルクミン誘導体又はその塩
とを組み合わせてなる、画像診断薬。
【請求項１５】
請求項１４に記載の画像診断薬を用いる、アミロイドβオリゴマーの検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、神経難病の画像診断薬、特に、アルツハイマー病の核磁気共鳴(MR)画像診断
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に有用な新規スチリルベンゾオキサゾール誘導体又はその塩に関する。
【背景技術】
【０００２】
アルツハイマー病は、初老期から老年期に起こる進行性の認知症を特徴とする疾患であ
り、現在、国内の患者数は100万人以上と言われている。今後、人口の高齢化に伴いその
数は確実に増加すると予想される。アルツハイマー病の研究の進歩により、根本的治療薬
開発が精力的に進められている。これらの新規薬剤を用いてアルツハイマー病治療を行う
ためには、アルツハイマー病を早期に且つ正確に診断する非侵襲的方法が不可欠である。
【０００３】
アルツハイマー病の臨床症状は、記憶障害、高次脳機能障害(失語、失行、失認、構成
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失行)等である。その症状は他の認知症疾患でも共通して見られることが多く、臨床症状
だけでアルツハイマー病と確定診断することは極めて困難である。
【０００４】
一方、アルツハイマー病の特徴的な病理組織所見としては、老人斑と神経原線維変化が
ある。前者の主構成成分はβシート構造をとったアミロイドβ蛋白であり、後者のそれは
過剰リン酸化されたタウ蛋白である。アルツハイマー病においては臨床症状が発症するか
なり前から、脳内では凝集したアミロイドβ蛋白の蓄積等の上記病理的組織変化が始まっ
ていることが知られている。したがって、凝集したアミロイドβ蛋白をマーカーとして検
出することが、アミロイドが蓄積する疾患、特にアルツハイマー病の早期診断方法の１つ
10

となる。
【０００５】
このような観点から、近年、脳内アミロイドβ蛋白に選択的に結合するポジトロン断層
撮影法(PET)やシングルフォトン断層撮影法(SPECT)用の放射性造影剤の研究が進められて
いる。アミロイドに親和性の高い古典的な化合物としては、アルツハイマー病の病理的確
定診断に使用されているコンゴーレッド、チオフラビンS及びチオフラビンTがある。その
多くは、血液−脳関門を通過しがたく静脈内投与しても殆ど脳内へは移行しない。
【０００６】
そこで、血液−脳関門の透過性を考慮した造影剤の研究が進められ、ISB、PIB(非特許
文献１)、BF‑168(特許文献１、非特許文献２)、BF‑227(非特許文献３)等の造影剤が開発
されており、そのいくつかは臨床試験で良好な成績が得られている(非特許文献１，３)。
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しかし、それらは、

C、
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N、

15

20

18

O、

F等の放射性核種を用いるため放射線障害による副

作用が懸念されるとともに、近くにサイクロトロン施設を併設する必要であり、試薬の価
格も非常に高価であることが問題になっている。そのため、放射性核種を用いない診断方
法が望まれている。
【０００７】
放射性核種を用いない診断方法の一つとして核磁気共鳴イメージング法(MRI)がある。
これまで、フッ素核磁気共鳴画像法(フッ素MR画像法)を用いて老人斑の画像化に成功した
との報告がある(特許文献２〜５、非特許文献４)。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００８】
【特許文献１】国際公開第2003/106439号
【特許文献２】国際公開第2005/042461号
【特許文献３】国際公開第2007/111179号
【特許文献４】特開2009‑67762号公報
【特許文献５】国際公開第2010/098502号
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Klunk WE, Engler H, Nordberg A, et al: Imaging brain amyloid in
Alzheimer's disease with Pittsburgh Compound‑B. Ann Neurol, 55, 306‑319, 2004.
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【非特許文献２】Okamura N, Suemoto T, Shimadzu H, Suzuki M, Shiomitsu T, Akatsu
H, Yamamoto T, Staufenbiel M, Yanai K, Arai H, Sasaki H, Kudo Y, Sawada T: Styry
lbenzoxazole derivatives for in vivo imaging of amyloid plaques in the brain. J
Neurosci, 24(10), 2535‑41, 2004.
【非特許文献３】Furukawa K, Okamura N, Tashiro M, Waragai M, Furumoto S, Iwata R
, Yanai K, Kudo Y, Arai H: Amyloid PET in mild cognitive impairment and Alzheime
r's disease with BF‑227:comparison to FDG‑PET. J Neurol, 257, 721‑727, 2010.
【非特許文献４】Higuchi M, Iwata N, Matsuba Y, Sato K, Sasamoto K, Saido T: 19F
and 1H MRI detection of amylid β plaques in vivo, Nature Neuroscience, 8(4), 52
7‑533, 2005.
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
このうち、特許文献２〜４及び非特許文献４に記載されている化合物は、感度が低く、
7テスラMR画像装置を使ってモデルマウスの脳内にできた老人斑を生きたまま画像化する
ことは困難である。
【００１１】
特許文献５に記載の化合物は、感度が良く、生きたマウスでAβイメージングに成功し
ている。しかしながら、特許文献５に記載の化合物は、βシート構造を取るAβ凝集体に
加えてβシート構造を持たないAβオリゴマーにも結合するという特徴がある。
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【００１２】
このようにβシート構造を取るAβ凝集体に特異的に結合し、7テスラMR画像装置を使っ
てモデルマウスの脳内にできた老人斑を生きたまま画像化できる試薬はまだない。
【００１３】
そこで、本発明の目的は、アルツハイマー病のMRI診断用造影剤として好適な、βシー
ト構造を取るアミロイドβ蛋白に対する高い結合特異性と高い検出感度を併せ持つ物質を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明者らは、上記課題を解決すべく、鋭意研究を重ねた結果、特許文献３及び４に記
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載の化合物を改良し、ポリエチレングリコールの長さを一定以上とすることで、感度を格
段に上昇させることができ、7テスラMR画像装置を使ってモデルマウスの脳内にできた老
人斑を生きたまま画像化できることを見出した。さらに、アミロイドβ蛋白に対する結合
部位を他の脳内異常蛋白に結合する化合物に代えることで、アルツハイマー病だけではな
く他の神経難病の診断にも応用可能なことを見出した。また、本発明化合物をAβオリゴ
マーにも結合する特許文献５に記載の化合物と組み合わせることで、Aβオリゴマーの存
在部位を検出できることを見出した。
【００１５】
すなわち、本発明は、式（１）：
【００１６】
【化１】
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【００１７】
（式中、Xはアミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α‑シヌクレイン及びTDP‑43からなる群から選
択される少なくとも1種に結合活性を有する化合物の残基であり、mは0〜6の整数であり、
nは1〜5の整数であり、Jは以下の群から選択される基である。
【００１８】
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【化２】

【００１９】
ここで、R1及びR2はそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、メチル又はトリフルオロメ
チルであり、R3はトリフルオロメチル又はトリフルオロメトキシであり、pは1〜4の整数
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である。但し、JがJ‑1の場合はm + n ≧ 5であり、JがJ‑2又はJ‑3の場合はm + n ≧ 7で
あるものとする。）で表される化合物又はその塩に関する。
【００２０】
また、本発明は、式（１）の化合物又はその塩を有効成分とするアミロイドβ蛋白、タ
ウ蛋白、α‑シヌクレイン又はTDP‑43が蓄積する疾患の画像診断薬に関する。
【００２１】
特に、本発明は、以下の式（Ｉ）で表される化合物又はその塩に関する。以下の式（Ｉ
）の化合物は、式（１）の化合物においてXがアミロイドβ蛋白に結合活性を有する化合
物の残基であるものである。
【００２２】
【化３】
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（式中、m、n及びJは前述の通りであり、R4及びR5はC1〜6アルキルである。）
【００２３】
また、本発明は、式（Ｉ）の化合物又はその塩を有効成分とするアミロイドβ蛋白が蓄
積する疾患の画像診断薬に関する。
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【００２４】
さらに、本発明は、式（Ｉ）の化合物又はその塩を有効成分とする脳をはじめとする組
織中のアミロイドβ蛋白又は老人斑の染色薬に関する。
【００２５】
R4及びR5のアルキル基としては、直鎖又は分枝鎖状のC1〜6アルキルであればよく、そ
の具体例としてはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｔｅ
ｒｔ−ブチルなどが挙げられ、直鎖又は分枝鎖状のC1〜3アルキルが好ましい。
【００２６】
mは0〜6の整数であり、nは1〜5の整数である。
【００２７】
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JがJ‑1の場合はm + n ≧ 5、好ましくはm + n ≧ 6、より好ましくはm + n ≧7であり
、JがJ‑2又はJ‑3の場合はm + n ≧ 7、好ましくはm + n ≧ 8、より好ましくはm + n ≧
9である。
【００２８】
pは1〜4の整数であり、好ましくは1〜2の整数である。
【００２９】
式（１）の化合物の塩としては、医薬上許容される塩であればよく、例えば、塩酸塩、
硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩などの鉱酸塩；酒石酸塩、酢酸塩、クエン酸塩、リンゴ酸塩、
フマル酸塩、マレイン酸塩、安息香酸塩、グリコール酸塩、琥珀酸塩、ｐ−トルエンスル
ホン酸塩、メタンスルホン酸塩などの有機酸塩などが挙げられる。また、これらの塩の中
で結晶水を持つものもある。
【００３０】
本発明は、アミロイドβオリゴマーを検出するために用いられる画像診断薬に関し、該
画像診断薬は、
(A) 式（Ｉ）の化合物又はその塩と
(B) 式（２）：
【００３１】
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【化４】

【００３２】
（式中、R6a及びR6bはそれぞれ独立に水素原子、アルキル、アセチル又はメトキシカルボ
7

10

8

ニルであり、R はそれぞれ独立にフッ素原子、CHF2‑、CF3‑、CHF2O‑又はCF3O‑であり、R

はそれぞれ独立に水素原子又はフッ素原子であり、Aはアルキル、シアノ、カルボキシル
、アルコキシカルボニル又はR9‑(CH2)q‑であり、R9はヒドロキシ、カルボキシ、シアノ、
アセチルオキシ、アルコキシカルボニル、アルコキシアルコキシ、ヒドロキシアルコキシ
又はCONR10R11であり、R10及びR11はそれぞれ独立に水素原子又はアルキルであり、qは1
〜5の整数である）で表されるクルクミン誘導体又はその塩
とを組み合わせてなる。
【００３３】
R6a、R6b、A、R9、R10及びR11のアルキル基は、直鎖又は分枝鎖状のC1〜6アルキルであ
ればよく、直鎖又は分枝鎖状のＣ1〜3アルキル基が好ましい。当該アルキル基の規定は、
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式（２）の化合物におけるアルコキシカルボニル、アルコキシアルコキシ及びヒドロキシ
アルコキシのアルキル基にも適用される。
【００３４】
式（２）の化合物の塩としては、医薬上許容される塩であればよく、例えば、カリウム
塩、ナトリウム塩のようなアルカリ金属塩；カルシウム塩のようなアルカリ土類金属塩；
トリエタノールアミン塩、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩のような有機アミン
塩などが挙げられる。また、これらの塩の中で結晶水を持つものもある。
【発明の効果】
【００３５】
本発明化合物は、高い検出感度を有しており、アミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α‑シヌ
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クレイン又はTDP‑43が蓄積する疾患の画像診断薬の有効成分として有用である。
【００３６】
また、本発明化合物は、βシート構造を持たないアミロイドβ蛋白オリゴマーに結合せ
ずに、βシート構造をとるアミロイドβ蛋白に対して特異的に結合するので、βシート構
造をとったアミロイドβ蛋白が蓄積する疾患の画像診断薬として特に有用である。本発明
化合物をAβオリゴマーにも結合する特許文献５に記載の化合物と組み合わせることで、A
βオリゴマーの存在部位を確認することが可能になる。
【００３７】
さらに、本発明化合物は電子的に等価なF原子を多く含むため19F‑MRI造影剤の有効成分
として特に有用である。また、脳をはじめとする組織中のアミロイドβ蛋白又は老人斑染
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色薬の有効成分、例えば該蛋白の蛍光染色剤として有用である。したがって、本発明化合
物を用いれば、アルツハイマー病のようなアミロイドβ蛋白が蓄積する疾患の早期診断が
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】200 mg/kgの量の化合物１をアルツハイマー病遺伝子改変モデルマウス(APP/PS1)
と正常なワイルドマウス(Wild)に尾静脈から投与し、投与後5時間後から3時間測定したMR
Iのインビボ脳画像である。AとCは19F‑MRI画像、BとDは19F‑MRIと1H‑MRI画像の合成写真
である。
【図２】試験例１で実施したアルツハイマー病遺伝子改変モデルマウス脳切片の染色像で
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ある。AはDAPIフィルターでみた化合物の蛍光像を、Bはβアミロイド抗体染色像を示す。
【図３】試験例３で実施したQCM装置を用いたAβオリゴマー及びAβ繊維との結合性の解
析結果を示すグラフである。Aは化合物８を加えたときの周波数変化を、Bは化合物１を加
えたときの周波数変化を示す。
【図４】試験例４において化合物１と化合物８をAPP/PS1マウスに尾静脈から投与し測定
したMRIの脳画像である。AはNMRスベクトル、B及びCは左から1H‑MR画像、化合物８の19F‑
MR画像、化合物１の19F‑MR画像、化合物８と化合物１の19F‑MR信号の差分を示した画像で
ある。上段は水平断、下段は矢状断の画像である。Ａ及びBは16月齢のAPP/PS1マウスを、
Cは11月齢のAPP/PS1マウスを用いた結果である。
【図５】試験例５において化合物１、化合物７及び化合物９をマウスの脳に投与し測定し
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たMRIの脳画像である。Aは左脳に化合物９、右脳に化合物１を投与したマウス頭部のMR画
像、Bは左脳に化合物９、右脳に化合物７を投与したマウス頭部のMR画像である。それぞ
れの図の上段は水平断又は冠状断における1H MR画像及び19F MR画像で、下段が1H MR画像
と19F MR画像の重ね合わせ画像である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
式（１）の化合物又はその塩の内で、式（Ｉ）及び式（ＸＩ）の化合物又はその塩の製
造方法を以下に示す。
【００４０】
式（Ｉ）の化合物又はその塩は、下記の方法により製造することができる。
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【００４１】
前記式（Ｉ）において、JがJ‑1、J‑2又はJ‑3である式（Ｉ）の化合物は、通常溶媒の存
在下で式（ＩＩ）の化合物と式（ＩＩＩ）の化合物とを反応させることにより製造するこ
とができる。
【００４２】
【化５】

30

（式中、R4、R5、m及びnは前述の通りであり、JはJ‑1、J‑2又はJ‑3であり、Tsはｐ−ト
ルエンスルホニル基である。）
【００４３】

40

本反応の溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類；ペン
タン、ヘキサン、ヘプタン、石油エーテル、リグロイン、石油ベンジンなどの脂肪族炭化
水素類；ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラ
ン、ジオキサンなどのエーテル類；アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類
；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどの酸アミド類；ジメチルスルホキシ
ドなどのスルホキシド類；スルホランなどのスルホン類；ヘキサメチルホスホリルアミド
などのリン酸アミド類；クロロホルム、ジクロロメタン、四塩化炭素、１，２−ジクロロ
エタンなどのハロゲン化炭化水素類及びこれらの混合溶媒を挙げることができる。
【００４４】
本反応を促進するために塩基を添加することが望ましく、その塩基としては、トリエチ
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ルアミン、ピリジン、Ｎ−メチルモルホリン、１，８−ジアザビシクロ［５，４，０］−
７−ウンデセン、Ｎ，Ｎ−ジメチルアニリンなどの有機塩基；リチウム、ナトリウム、カ
リウムなどのアルカリ金属；水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属の水
酸化物；水酸化カルシウム、水酸化バリウムなどのアルカリ土類金属の水酸化物；炭酸リ
チウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属の炭酸塩；炭酸水素リチウム
、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムなどのアルカリ金属の炭酸水素塩；水素化リチ
ウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属の水素化物；ナトリウムメ
トキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムｔｅｒｔ−ブトキシドなどの金属アルコキシ
ドなどを挙げることができる。塩基は式（ＩＩＩ）の化合物に対して1〜5倍モル、望まし
くは1〜3倍モル使用することができる。
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【００４５】
本反応は、通常、0〜150℃、望ましくは20〜100℃で行うことができ、その反応時間は
、通常1〜170時間程度である。
【００４６】
式（ＩＩＩ）の化合物は、式（ＩＩ）の化合物に対して1〜10倍モル、望ましくは1〜5
倍モル使用することができる。
【００４７】
式（ＩＩ）の化合物のうち、m＝0のものは公知の方法(特許文献３)により製造でき、m
≧1のものについては、公知の製造方法により、式（ＩＶ）の化合物をｐ−トルエンスル
ホニル化することによって製造することができる。

20

【００４８】
【化６】

30

（式中、R4、R5、m、n及びTsは前述の通りである。）
【００４９】
本反応の溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類；ペン
タン、ヘキサン、ヘプタン、石油エーテル、リグロイン、石油ベンジンなどの脂肪族炭化
水素類；ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラ
ン、ジオキサンなどのエーテル類；アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類
；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどの酸アミド類；ジメチルスルホキシ
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ドなどのスルホキシド類；クロロホルム、ジクロロメタン、四塩化炭素、１，２−ジクロ
ロエタンなどのハロゲン化炭化水素類及びこれらの混合溶媒を挙げることができる。
【００５０】
本反応を促進するために塩基を添加することが望ましく、その塩基としては、トリエチ
ルアミン、ピリジン、Ｎ−メチルモルホリン、１，８−ジアザビシクロ［５，４，０］−
７−ウンデセン、Ｎ，Ｎ−ジメチルアニリンなどの有機塩基；炭酸ナトリウム、炭酸カリ
ウムなどのアルカリ金属の炭酸塩；炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムなどのアルカ
リ金属の炭酸水素塩などを挙げることができる。塩基は式（Ｖ）の化合物に対して1〜5倍
モル、望ましくは1〜3倍モル使用することができる。
【００５１】
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本反応は、通常‑20〜100℃、望ましくは0〜50℃で行うことができ、反応時間は通常1〜
48時間程度である。
【００５２】
式（Ｖ）の化合物は、式（ＩＶ）の化合物に対して1〜10倍モル、望ましくは1〜5倍モ
ル使用することができる。
【００５３】
式（ＩＶ）の化合物は、式（ＶＩ）の化合物を加水分解することにより製造することが
できる。この加水分解には酸を用いる。
【００５４】
【化７】

10

20
（式中、R4、R5、m及びnは前述の通りである。）
【００５５】
本反応の溶媒としては、水；メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノー
ルなどのアルコール類；含水テトラヒドロフラン、含水ジオキサンなどのエーテル類；含
水ジメチルホルムアミド、含水ジメチルアセトアミドなどの酸アミド類；含水アセトニト
リル、含水プロピオニトリルなどのニトリル類及びこれらの混合溶媒を挙げることができ
る。
【００５６】
本反応を促進するために酸を添加することが望ましく、酸としては、塩酸、硫酸、硝酸
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、過塩素酸などの鉱酸を挙げることができる。
【００５７】
本反応は、通常‑20〜100℃、望ましくは0〜50℃で行うことができ、その反応時間は通
常1〜50時間程度である。用いる酸は式（ＶＩ）の化合物に対して1〜20倍モル、望ましく
は1〜5倍モル使用することができる。
【００５８】
式（ＶＩ）の化合物は、式（ＶＩＩ）の化合物に式（ＶＩＩＩ）の化合物を反応させる
ことにより製造することができる。
【００５９】
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【化８】

10

（式中、R4、R5、m、n及びTsは前述の通りである。）
【００６０】
本反応の溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類；ペン
タン、ヘキサン、ヘプタン、石油エーテル、リグロイン、石油ベンジンなどの脂肪族炭化
水素類；ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラ
ン、ジオキサンなどのエーテル類；アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類
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；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどの酸アミド類；ジメチルスルホキシ
ドなどのスルホキシド類；スルホランなどのスルホン類；ヘキサメチルホスホルアミドな
どのリン酸アミド類及びこれらの混合溶媒を挙げることができる。
【００６１】
本反応を促進するために塩基を添加することが望ましく、その塩基としては、リチウム
、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属；水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素
化カリウムなどのアルカリ金属の水素化物；ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシ
ド、カリウムｔｅｒｔ−ブトキシドなどの金属アルコキシドなどを挙げることができる。
塩基は、式（ＶＩＩＩ）の化合物に対して1〜5倍モル、望ましくは1〜3倍モル使用するこ
とができる。
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【００６２】
本反応は、通常‑10〜100℃、望ましくは0〜60℃で行うことができ、反応時間は通常1〜
36時間程度である。
【００６３】
式（ＶＩＩＩ）の化合物は、式（ＶＩＩ）の化合物に対して1〜10倍モル、望ましくは1
〜5倍モル使用することができる。
【００６４】
式（ＶＩＩ）の化合物は、公知の類似化合物の製造方法(特許文献３)又はそれらに準じ
た方法によって製造することができる。例えば、下記の製造方法に従い、通常、溶媒中ト
リフェニルホスフィン及びアゾジカルボン酸ジイソプロピルの存在下で、式（ＩＸ）の化
合物と式（Ｘ）の化合物とを反応させることにより式（ＶＩＩ）の化合物を製造すること
ができる。なお、式（ＩＸ）の化合物は、公知の方法で製造できる。
【００６５】
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【化９】

10

（式中、R4、R5、m及びTsは前述の通りである。）
【００６６】
本反応の溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類；ペン
タン、ヘキサン、ヘプタン、石油エーテル、リグロイン、石油ベンジンなどの脂肪族炭化
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水素類；ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラ
ン、ジオキサンなどのエーテル類：アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類
；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどの酸アミド類；ジメチルスルホキシ
ドなどのスルホキシド類；スルホランなどのスルホン類；ヘキサメチルホスホルアミドな
どのリン酸アミド類；クロロホルム、ジクロロメタン、四塩化炭素、１，２−ジクロロエ
タンなどのハロゲン化炭化水素類及びこれらの混合溶媒を挙げることができる。
【００６７】
本反応は、通常‑20〜100℃、望ましくは0〜50℃で行うことができ、反応時間は通常1〜
36時間程度である。
【００６８】

30

式（Ｘ）の化合物は、式（ＩＸ）の化合物に対して、1〜10倍モル、望ましくは1〜5倍
モル使用することができる。
【００６９】
式（ＸＩ）の化合物又はその塩は、下記の方法により製造することができる。なお、式
（ＸＩ）の化合物は、式（１）の化合物においてXがアミロイドβ蛋白に結合活性を有す
る化合物の残基であるものである。
【００７０】
式（ＸＩ）の化合物は、通常溶媒の存在下で式（ＸＩＩ）の化合物と（ＸＩＩＩ）の化
合物を反応させることにより製造することができる。
【００７１】
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【化１０】

10

（式中、m、n及びJは前述の通りであり、R12、R13はそれぞれ独立に水素原子又はC1〜6ア
ルキル基である。）
【００７２】
R12及びR13のアルキル基としては、直鎖又は分枝鎖状のC1〜6アルキルであればよく、
直鎖又は分枝鎖状のC1〜3アルキルが好ましい。
【００７３】
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本反応の溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素；ペンタ
ン、ヘキサン、ヘプタン、石油エーテル、リグロイン、石油ベンジンなどの脂肪族炭化水
素；ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、
ジオキサンなどのエーテル類；アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類；ジ
メチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどの酸アミド類；ジメチルスルホキシドな
どのスルホキシド類；クロロホルム、ジクロロメタン、四塩化炭素、１，２−ジクロロエ
タンなどのハロゲン化炭素類；メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール
類；水、及びこれらの混合溶媒を挙げることができる。
【００７４】
本反応を進行させるには脱水縮合剤を添加することが望ましく、その縮合剤としては、
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ジイソプロピルカルボジイミド、ジシクロヘキシルカルボジイミド、ジフェニルカルボジ
イミド、メチルプロピルカルボジイミド、ヘキサメチレンカルボジイミド、ジ−ｐ−ジメ
チルアミノフェニルカルボジイミド、１−ｔ−ブチル−３−（３−ジメチルアミノ)プロ
ピルカルボジイミド、１−エチル−３−（３−ジメチルアミノ）プロピルカルボジイミド
、１−シクロヘキシル−３−（３−ジメチルアミノ）プロピルカルボジイミドなどの１，
３−ジアルキルカルボジイミド類又は１，３−ジアリールカルボジイミド類及びその塩を
挙げることができる。また、反応を促進させるために１−ヒドロキシベンゾトリアゾール
などの補助剤を加えることも有効である。縮合剤及び補助剤は、式（ＸＩＩ）の化合物に
対して1〜5倍モル、望ましくは1〜3倍モル使用することができる。さらに、原料の式（Ｘ
ＩＩＩ）の化合物及び縮合剤のカルボジイミドが塩酸塩などの塩の場合には塩基を加える
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必要があるが、その塩基としてはトリエチルアミン、トリブチルアミン、ピリジンなどの
有機塩基が挙げられ、その使用量は原料や試薬の塩を中和するのに十分な量を用いるのが
望ましい。
【００７５】
本反応は、通常、0〜100℃、望ましくは10〜50℃で行うことができ、その反応時間は1
〜170時間程度である。また、式（ＸＩＩ）の化合物1モルに対して式（ＸＩＩＩ）の化合
物は1〜5当量、望ましくは1〜2当量の割合で使用することができる。
【００７６】
前記式（ＸＩＩ）の化合物は式（ＸＩＶ）の化合物と式（ＸＶ）の化合物を縮合させる
ことにより、次のようにして製造することができる。
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【００７７】
【化１１】

10

（式中、m、n及びJは前述の通りである。）
【００７８】
本反応の溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類；ペン
タン、ヘキサンなどの脂肪族炭化水素類；ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどの
エーテル類；ジメチルホルムアルデヒドなどの酸アミド類；クロロホルム、ジクロロメタ
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ンなどのハロゲン化炭化水素類；ピリジン、２−ピコリン、４−ピコリンなどの芳香族塩
基類；メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類；水、及びこれらの混
合溶媒を挙げることができる。
【００７９】
本反応を促進させるためには触媒を添加することが望ましく、塩基性触媒としては、水
酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの水酸化アルカリ類；炭酸ナトリウム、炭酸カリウ
ムなどの炭酸アルカリ類；ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムｔ−
ブトキシドなどの金属アルコキシド類；ナトリウムアミドなどの金属アミド類；メチルア
ミン、エチルアミン、アニリン、ジエチルアミン、モルホリン、ピぺリジン、ニコチン、
トリエチルアミン、トリエタノールアミンなどの有機塩基類；アンモニアなどの無機塩基
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類が挙げられる。酸性触媒としては、無水酢酸、氷酢酸中塩化亜鉛などを挙げることがで
きる。また、酢酸アンモニウム、ピぺリジン酢酸塩、ピぺリジン安息香酸塩などの塩、あ
るいはグリシン、アラニンなどのアミノ酸も有効な触媒となる。触媒は式（ＸＩＶ）の化
合物に対して、0.5〜5倍モル、望ましくは1〜3倍モル使用することができる。
【００８０】
本反応は、通常0〜100℃で、望ましくは、0〜50℃の反応温度で行われる。また、反応
時間は、一般に0.5〜72時間である。式（ＸＩＶ）の化合物に対して式（ＸＶ）の化合物
は1〜20当量、望ましくは、1〜10当量の割合で使用することができる。
【００８１】
前記式（ＸＩＶ）の化合物は次の工程で合成できる。
【００８２】
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【化１２】

10

20

（式中、m、n及びJは前述の通りであり、Bnはベンジル基を示す）
【００８３】
まず、化合物（ＸＶＩＩ）のエタノール溶液にオルトギ酸エチル及び触媒量の酸(例え
ば、ｐ−トルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸など)を加え、公知の方法によりアセ
タール化し、化合物（ＸＶＩ）を得る。得られるアセタールをメタノールに溶かし、触媒
の存在下に加水素分解して脱ベンジル化反応を行い、フェノール誘導体とする。この化合
物を鉱酸で処理することにより、式（ＸＩＶ）の化合物を得る。
【００８４】
前記式（ＸＶＩＩ）の化合物は式（ＸＩＸ）の化合物と式（ＸＶＩＩＩ）の化合物を反
応させることにより得ることができる。
【００８５】
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【化１３】

10

（式中、Bn 、m、n及びJは前述の通りである。）
【００８６】
本反応は、フェノール類の一般的なアルキル化反応であり、炭酸ナトリウム、炭酸カリ
ウムなどの炭酸アルカリのような弱塩基の存在下で容易に進行する。
【００８７】

20

前記式（ＸＶＩＩＩ）の化合物は、式（ＸＸＩ）の化合物から、次のようにして製造す
ることができる。
【００８８】
【化１４】

30

40

（式中、m、n、J及びTsは前述の通りである。）
【００８９】
すなわち、式（ＸＸＩ）の化合物の式（ＸＸ）の化合物への変換は、上記の式（ＩＩ）
の化合物と式（ＩＩＩ）の化合物とを反応させる方法を用いて行う。続いて、式（ＸＸ）
の化合物を鉱酸で処理することにより、テトラヒドロピラニル保護基の脱離を行い、得ら
れるアルコール体をトシル化して式（ＸＩＸ）の化合物を得る。この工程は、既に記載し
た方法(式（ＩＩ）の化合物の製造法及び式（ＩＶ）の化合物の製造法)により行うことが
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できる。また、式（ＸＶＩＩＩ）の化合物は、式（ＸＩＸ）の化合物から公知の方法で製
造できる。すなわち、式（ＸＩＸ）の化合物をジメチルホルムアミドのような溶媒に溶か
しておき、臭化アンモニウムを作用させることにより、トシルオキシ基の臭素への置換が
起こり、式（ＸＶＩＩＩ）の化合物が得られる。
【００９０】
上記した製法及びそれに付随した方法で得られる前記式（Ｉ）又は（ＸＩ）の化合物は
、公知の手段、例えば、濃縮、減圧濃縮、蒸留、分留、転溶、溶媒抽出、結晶化、再結晶
、クロマトグラフィーなどにより単離、精製することができる。
【００９１】
前記式（Ｉ）又は（ＸＩ）の化合物がフリー体で得られる場合、通常の方法で塩を形成
させることができる。
【００９２】
式（Ｉ）又は（ＸＩ）の化合物のいくつかの例を第１表に示す。
第１表
【００９３】
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【表１】

10

20

30

【００９４】
式（１）の化合物又はその塩は、アミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α‑シヌクレイン又はT
DP‑43が蓄積する疾患の画像診断薬として使用することができる。
【００９５】

40

式（１）の化合物としては、好適には、Xがアミノロイドβ蛋白に結合活性を有する化
合物の残基であるものである。以下、当該化合物を式（１ａ）の化合物と称する。式（１
ａ）の化合物としては、前述する式（Ｉ）、式（ＸＩ）の化合物等が挙げられる。
【００９６】
式（１）の化合物におけるタウ蛋白に結合活性を有する化合物としては、タウ蛋白に結
合でき且つ血液脳関門を通過できる化合物であれば特に限定されない。そのような化合物
としては、N. Okamura et al., J Nucl Med, vol. 54, no. 8, 1420‑1427 (2013)に結合
活性について記載されている2‑フェニルキノリン誘導体(18F‑THK‑5105、18F‑THK‑5117)、
D.T. Chien et al., Journal of Alzheimer's Disease, DOI 10.3233/JAD‑130098に結合
活性について記載されているピリミド[1,2‑a]ベンゾイミダゾール誘導体([F18]‑T808)等
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が挙げられる。
【００９７】
式（１）の化合物におけるα‑シヌクレインに結合活性を有する化合物としては、α‑シ
ヌクレインに結合でき且つ血液脳関門を通過できる化合物であれば特に限定されない。そ
のような化合物としては、K.L. Neal et al., Mol Imaging Biol (2013) DOI: 10.1007/s
11307‑013‑0634‑yに結合活性について記載されているLDS‑722、LDS‑759、LDS‑798、LDS‑7
30、Nile Blue 690、HITC、Stilbene 420 (Exciton, Dayton, OH)、Nile Red (Life Tech
nologies, Invitrogen, Grand Island, NY)、RD‑1、NIAD‑1等が挙げられる。
【００９８】
式（１）の化合物におけるTDP‑43に結合活性を有する化合物としては、TDP‑43に結合で

10

き且つ血液脳関門を通過できる化合物であれば特に限定されない。
【００９９】
式（Ｉ）の化合物又はその塩は、アミロイドβ蛋白が蓄積する疾患の画像診断薬として
使用することができる。また、式（Ｉ）の化合物又はその塩は、脳をはじめとする組織中
のアミロイドβ蛋白又は老人斑染色薬として使用することができる。
【０１００】
本発明の望ましい実施形態は、次のものである。
（１）式（１）の化合物又はその塩を有効成分とするアミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α‑
シヌクレイン又はTDP‑43が蓄積する疾患の画像診断薬。
（２）前記疾患がアルツハイマー病、前頭側頭型認知症、進行性核上性麻痺、パーキンソ

20

ン病、レビー小体病又は筋萎縮性側索硬化症である、（１）に記載の画像診断薬。
（３）式（１ａ）若しくは式（Ｉ）の化合物又はその塩を有効成分とするアミロイドβ蛋
白が蓄積する疾患の画像診断薬。
（４）アミロイドβ蛋白が蓄積する疾患がアルツハイマー病である、（３）に記載の画像
診断薬。
（５）画像診断がMRIである、（１）〜（４）のいずれかに記載の画像診断薬。
（６）式（１ａ）若しくは式（Ｉ）の化合物又はその塩を有効成分とする脳をはじめとす
る組織中のアミロイドβ蛋白又は老人斑の染色薬。
（７）アミロイドβ蛋白の蛍光染色薬である、（６）に記載の染色薬。
（８）（１）に記載の画像診断薬を用いる、アミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α‑シヌクレ
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イン又はTDP‑43が蓄積する疾患の診断方法。
（９）（３）に記載の画像診断薬を用いる、蛋白のβシート構造が病因又は病因の一部と
なる疾患の診断方法。
（１０）（６）に記載の染色薬を用いて組織中のアミロイドβ蛋白又は老人斑を染色する
方法。
（１１）アミロイドβオリゴマーを検出するために用いられる画像診断薬であって、(A)
式（Ｉ）の化合物又はその塩と(B) 式（２）の化合物又はその塩とを組み合わせてなる、
画像診断薬。
（１２）画像診断がMRIである、（１１）に記載の画像診断薬。
（１３）（１１）に記載の画像診断薬を用いる、アミロイドβオリゴマーの検出方法。

40

【０１０１】
式（Ｉ）の化合物の多くは疎水性の化合物であり、水に対する溶解度は低い。生体に投
与する化合物としては水溶解度が高いことが望ましく、式（Ｉ）の化合物の内、塩を持つ
化合物がより望ましい。
【０１０２】
式（Ｉ）の化合物又はその塩を画像診断薬として使用する場合、本化合物により脳内の
老人斑を特異的に検出することができる。特に、19F‑MRIを用いて非侵襲的にアミロイド
β蛋白を検出する場合、その検出感度は、フッ素原子の数に依存している。
【０１０３】
式（Ｉ）の化合物はβシート構造を取るAβ凝集体のみに結合するのに対して、式（２
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）の化合物はAβ凝集体とAβオリゴマーの両方に結合するので、式（Ｉ）の化合物と式（
２）の化合物により得られた画像の差分を算出することにより、Aβオリゴマーの存在部
位を検出することが可能となる。
【０１０４】
式（１）若しくは式（２）の化合物又はその塩を画像診断薬として使用する場合、その
投与は、局所的であってもよく、全身的であってもよい。投与方法には特に制限はなく、
経口的又は非経口的に投与される。非経口的投与経路としては、皮下、腹腔内、静脈、動
脈又は脊髄液への注射、点滴等が挙げられる。
【０１０５】
式（１）若しくは式（２）の化合物又はその塩を含む画像診断薬は、ヒトへの投与に適

10

した医薬上許容される形態であって、生理学的に許容し得る添加剤を含む。かかる組成物
は、適宜、医薬として許容し得る希釈剤、緩衝剤、可溶化剤(例えば、シクロデキストリ
ン、ポリエチレングリコール、プルロニック、Tween、クレモフォール又はリン脂質のよ
うな界面活性剤)、無痛化剤等を添加してもよく、更に必要に応じて、医薬として許容し
得る溶剤、安定化剤又は酸化防止剤(例えばアスコルビン酸等)のような成分を含んでもよ
い。本発明化合物の投与量は、用法、患者の年齢、性別その他の条件、疾患の程度により
適宜選択される。
【０１０６】
アミロイドβ蛋白が蓄積する疾患としては、アルツハイマー病の他、ダウン症候群が挙
げられ、蛋白のβシート構造が病因又は病因の一部となる疾患しては、アルツハイマー病

20

、ダウン症候群の他、前頭側頭型痴呆症、ピック病、進行核上性麻痺(PSP)、プリオン病
等が挙げられる。
【０１０７】
タウ蛋白が蓄積する疾患としては、アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、進行性核上
性麻痺等が挙げられる。
【０１０８】
α‑シヌクレインが蓄積する疾患としては、パーキンソン病、レビー小体病等が挙げら
れる。
【０１０９】
TDP‑43 (TAR DNA‑binding protein 43 kDa)が蓄積する疾患としては、前頭側頭型認知

30

症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等が挙げられる。
【実施例】
【０１１０】
次に本発明に係わる合成例及び試験例を記載するが、本発明はこれらに限定されるわけ
ではない。
【０１１１】
[合成例１]

6‑(3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23',23',23'‑トリフルオロト

リコサニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール(化合物１)の合
成
（１）2‑(4‑ジメチルアミノスチリル)‑6‑ヒドロキシベンゾオキサゾール430 mg (1.53 mm

40

ol)、トリフェニルホスフィン960 mg (3.67 mmol)、17‑(4'‑p‑トルエンスルホニルオキシ
)‑3,6,9,12,15‑ペンタオキサヘプタデカン‑1‑オール1.60 g (3.67 mmol)をDMF (10 mL)に
溶解し、氷冷中、攪拌しながらアゾジカルボン酸イソプロピルの1.9Mトルエン溶液を2.25
mL滴下した。滴下終了後、反応液を室温で6時間攪拌した後、反応液を水にあけて、酢酸
エチル(150 mL)で抽出した。抽出液を水洗した後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、つい
で飽和食塩水で洗浄してから無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ロータリーエバポレータ
ーで減圧下に溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離
液：酢酸エチル)により精製すると、6‑[3',6',9',12',15'‑ペンタオキサ‑17'‑(4'‑p‑トル
エンスルホニルオキシ)ヘプタデカニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオ
キサゾール780 mgが油状物として得られた。
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【０１１２】
（２）窒素気流中、60%水素化ナトリウム20 mg (0.5 mmol)をフラスコに量り取り、氷冷
しながら2‑(2',2',2'‑トリフルオロエトキシ)エタノール80 mg (0.55 mmol)のDMF (0.5 m
L)溶液を滴下し、滴下終了後、反応液を0.5時間、室温で攪拌した。ついで、前記工程(１
)で得られた6‑[3',6',9',12',15'‑ペンタオキサ‑17'‑(4'‑p‑トルエンスルホニルオキシ)
ヘプタデカニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール280 mg (0.4
mmol)のDMF (0.5 mL)溶液を滴下して、室温で5時間攪拌した。反応液を水にあけ、酢酸
エチル(50 mL)で抽出した。抽出液を水洗後、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウ
ムで乾燥した。減圧下にロータリーエバポレーターで溶媒を留去して得られた残渣をシリ
カゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：酢酸エチル：n‑ヘキサン＝2:1)により精製し
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、6‑(3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23',23',23'‑トリフルオロトリコサニル
オキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール160 mgを油状物(trans体、c
is体の混合物)として得た。
1

HNMR (CDCl3):δ3.03 (3H, s), δ3.04 (3H, s), δ3.6〜4.0 (26H), δ3.91 (2H, q, J

=9Hz), δ4.17 (2H, q, J=5Hz), 6.2〜7.1 (5H), δ7.4〜7.9 (4H)
19

FNMR (CDCl3):δ‑75.55 (t, J=9Hz)

【０１１３】
[合成例２]

6‑(3',6',9',12',15',18',21',24'‑オクタオキサ‑25'‑トリフルオロメチル‑

26',26',26'‑トリフルオロヘキサコサニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベン
ゾオキサゾール(化合物２)の合成

20

（１）窒素気流中、60%水素化ナトリウム48 mg (1.2 mmol)をフラスコに量り取り、氷冷
しながら17‑(2H‑テトラヒドロピラン‑2'‑イルオキシ)‑3,6,9,12,15‑ペンタオキサヘプタ
デカン‑1‑オール440 mg (1.2 mmol)のTHF (1 mL)溶液を滴下し、滴下終了後、反応液を室
温に0.5時間攪拌した。ついで、6‑[3'‑オキサ‑5'‑(4'‑p‑トルエンスルホニルオキシ)ペン
タニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール(特許文献３)522 mg
(1.0 mmol)のTHF (2.5 mL)溶液を滴下して、室温で5時間攪拌した。反応液を水にあけ、
酢酸エチル(100 mL)で抽出し、抽出液を少量の水、ついで飽和食塩水で洗浄した後、無水
硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下にロータリーエバポレーターで溶媒を留去して得ら
れた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：酢酸エチル)により精製し、6‑
[3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23'‑(2H‑テトラヒドロピラン‑2'‑イルオキシ)
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トリコサニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール580 mgを油状
物として得た。
1

HNMR (CDCl3):δ1.4〜1.9 (6H), δ3.03 (6H, s), δ4.63 (1H, t J=3Hz), δ6.6〜7.1

(5H, arom.), δ7.4〜7.9 (4H, arom.)
【０１１４】
（２）前記工程（１）で得られた6‑[3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23'‑(2H‑
テトラヒドロピラン‑2'‑イルオキシ)トリコサニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリ
ル)ベンゾオキサゾール560 mg (0.78 mmol)のエタノール(5 mL)溶液に濃塩酸(0.2 mL)を
加えて室温に12時間放置した後、反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて中和し
た。析出する不溶物を濾別したあと、減圧下に濃縮乾固して得られる残渣をジクロロメタ
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ンで抽出した。ロータリーエバポレーターでジクロロメタンを留去して得られた残渣をシ
リカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：メタノール：ジクロロメタン＝1:50)により
精製し、6‑(3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23'‑ヒドロキシトリコサニルオキ
シ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール380 mgを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3):δ3.03 (6H, s), δ3.5〜3.8 (28H), δ3.90 (2H, m), δ4.17 (2H, m),

δ6.6〜7.1 (5H, arom.), δ7.4〜7.9 (4H, arom.)
【０１１５】
（３）前記工程（２）で得られた6‑(3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23'‑ヒド
ロキシトリコサニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール370 mg
(0.58 mmol)と塩化p‑トルエンスルホニル130 mg (0.68 mmol)のジクロロメタン(2 mL)溶
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液にトリエチルアミン0.14 mL (1.0 mmol)を加え、室温で10時間攪拌した。反応終了後、
反応液を減圧下に濃縮乾固し、残渣を酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル抽出液を無水硫
酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下にロータリーエバポレーターで溶媒を留去して得ら
れた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：メタノール：ジクロロメタン
＝1:50)により精製し、6‑[3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23'‑(4'‑p‑トルエン
スルホニルオキシ)トリコサニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾ
ール420 mgを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3):δ2.44 (3H, s), δ3.03 (3H, s), δ3.5〜3.8 (26H), δ3.89 (2H, m),

δ4.20 (4H, m), δ6.6〜7.9 (13H, arom.)
10

【０１１６】
（４）窒素気流中、60%水素化ナトリウム30 mg (0.78 mmol)をフラスコに量り取り、氷冷
しながら、1,1,1‑3,3,3‑ヘキサフルオロ‑2‑プロパノール130 mg (0.78 mmol)のTHF (0.5
mL)溶液を滴下し、滴下終了後、反応液を室温で0.5時間攪拌した。ついで、前記工程（３
）で得られた6‑[3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23'‑(4'‑p‑トルエンスルホニ
ルオキシ)トリコサニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール125
mg (0.156 mmol)のTHF (0.5 mL)溶液を滴下して、55℃で１時間、攪拌しながら加熱した
。反応液を酢酸エチル(50 mL)で希釈して、酢酸エチル溶液を少量の水で洗った後、飽和
食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下にロータリーエバポレーター
で溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：メタノ
ール：ジクロロメタン＝1:100)により精製し、6‑(3',6',9',12',15',18',21',24'‑オクタ

20

オキサ‑25'‑トリフルオロメチル‑26',26',26'‑トリフルオロヘキサコサニルオキシ)‑2‑(4
'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール(trans体、cis体の混合物) 100 mgを油状
物として得た。
1

HNMR (CDCl3):δ3.03 (6H, s), δ3.5〜3.8 (26H), δ3.89 (2H, m), δ3.99 (2H, m),

δ4.17 (2H, m), δ4.51 (1H, sep. J=6Hz), δ6.6〜7.1 (5H, arom.), δ7.4〜7.9 (4H,
arom.)
19

FNMR (CDCl3): δ‑75.52 (d, J=6Hz)

【０１１７】
[合成例３]

6‑(3',6',9',12',15',18',21',24',27'‑ノナオキサ‑29',29',29'‑トリフル

オロノナコサニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール(化合物３

30

)の合成
窒素気流中、60%水素化ナトリウム30 mg (0.73 mmol)をフラスコに量り取り、氷冷しな
がら2‑(2',2',2'‑トリフルオロエトキシ)エタノール105 mg (0.73 mmol)のTHF (0.5 mL)
溶液を滴下し、滴下終了後、反応液を1時間、室温で攪拌した。ついで、[合成例２]の（
３）で得られた6‑[3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23'‑(4'‑p‑トルエンスルホ
ニルオキシ)トリコサニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール11
5 mg (0.146 mmol)のTHF (0.5 mL)溶液を滴下し、滴下終了後、反応液を室温で16時間攪
拌した。反応終了後、反応液を酢酸エチル(50 mL)で希釈し、酢酸エチル溶液を少量の水
で洗った後、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下にロータリ
ーエバポレーターで溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー

40

(溶離液：メタノール:ジクロロメタン＝1:50)により精製して、6‑(3',6',9',12',15',18'
,21',24',27'‑ノナオキサ‑29',29',29'‑トリフルオロノナコサニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチ
ルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール(trans体、cis体の混合物) 80 mgを油状物として
得た。
1

HNMR (CDCl3):δ3.03 (6H,s), δ3.5〜3.8 (32H), δ3.88 (2H, m), δ3.91 (2H, q, J=

9Hz), δ4.17 (2H, q, J=5Hz), δ6.6〜7.1 (5H, arom.), δ7.4〜7.9 (4H, arom.)
19

FNMR (CDCl3):δ‑75.55 (t, J=9Hz)

【０１１８】
[合成例４]

6‑(3',6',9',12',15',18',21',24',27',30',33'‑ウンデカオキサ‑35',35',3

5'‑トリフルオロペンタトリアコンタニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾ
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オキサゾール(化合物４)の合成
（１）窒素気流中、60%水素化ナトリウム70 mg (1.75 mmol)をフラスコに量り取り、氷冷
しながら、11‑(2H‑テトラヒドロピラン‑2'‑イルオキシ)‑3,6,9‑トリオキサウンデカン‑1‑
オール490 mg (1.75 mmol)のDMF (2 mL)溶液を滴下し、滴下終了後、反応液を1時間室温
で攪拌した。ついで、[合成例１]の（１）で得られた6‑[3',6',9',12',15'‑ペンタオキサ
‑17'‑(4'‑p‑トルエンスルホニルオキシ)ヘプタデカニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノス
チリル)ベンゾオキサゾール820 mg (1.17 mmol)のDMF (2 mL)溶液を滴下し、滴下終了後
、反応液を室温で12時間攪拌した。反応液を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。抽出液を
少量の水で洗った後、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下に
ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロ

10

マトグラフィー(溶離液：メタノール:酢酸エチル＝1:50)により精製し、6‑[3',6',9',12'
,15',18',21',24',27'‑ノナオキサ‑29'‑(2H‑テトラヒドロピラン‑2'‑イルオキシ)ノナコ
サニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール514 mgを油状物とし
て得た。
1

HNMR (CDCl3):δ1.4〜1.9 (6H), δ3.03 (6H, s), δ4.63 (1H, m), δ6.6〜7.1 (5H, a

rom.), δ7.4〜7.9 (4H, arom.)
【０１１９】
（２）前記工程（１）で得られた6‑[3',6',9',12',15',18',21',24',27'‑ノナオキサ‑29'
‑(2H‑テトラヒドロピラン‑2'‑イルオキシ)ノナコサニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノス
チリル)ベンゾオキサゾール500 mg (0.62 mmol)のエタノール(4 mL)溶液に濃塩酸(0.2 mL

20

)を加え、室温に14時間放置した後、反応液に飽和炭酸水素水溶液を加えて中和した。析
出する不溶物を濾別した後、減圧下に濃縮乾固して得られた残渣をジクロロメタンで抽出
した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ロータリーエバポレーターを用いて
溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：メタノー
ル：ジクロロメタン＝1:50)により精製し、6‑(3',6',9',12',15',18',21',24',27'‑ノナ
オキサ‑29'‑ヒドロキシノナコサニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキ
サゾール390 mgを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3):δ3.03 (6H, s), δ3.90 (2H, m), δ4.17 (2H, m), δ6.6〜7.1 (5H, ar

om.), δ7.4〜7.9 (4H, arom.)
【０１２０】

30

（３）前記工程（２）で得られた6‑(3',6',9',12',15',18',21',24',27'‑ノナオキサ‑29'
‑ヒドロキシノナコサニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール38
0 mg (0.53 mmol)と塩化p‑トルエンスルホニル130 mg (0.68 mmol)のジクロロメタン(2 m
L)溶液にトリエチルアミン0.14 mL (1.0 mmol)を加え、室温で21時間攪拌した。反応液を
減圧下に濃縮乾固し、残渣を酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル抽出液を無水硫酸マグネ
シウムで乾燥した後、減圧下にロータリーエバポレーターで溶媒を留去し、得られた残渣
をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：酢酸エチル)により精製し、6‑[3',6',9
',12',15',18',21',24',27'‑ノナオキサ‑29'‑(4'‑p‑トルエンスルホニルオキシ)ノナコサ
ニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール420 mgを油状物として
得た。

40

1

HNMR (CDCl3):δ2.44 (3H, s), δ3.03 (6H, s), δ3.89 (2H, m), δ4.12 (2H,q,J=7Hz

), δ6.6〜7.1 (5H, arom.), δ7.34 (2H, d, J=8Hz), δ7.80 (2H, d, J=8Hz), δ7.4〜
7.9 (4H, arom.)
【０１２１】
（４）窒素気流中、60%水素化ナトリウム95 mg (2.37 mmol)をフラスコに量り取り、氷冷
しながら、2‑(2',2',2'‑トリフルオロエトキシ)エタノール345 mg (2.40 mmol)のDMF (1
mL)溶液を滴下し、滴下終了後、反応液を室温で0.5時間攪拌した。ついで、前記工程（３
）で得られた6‑[3',6',9',12',15',18',21',24',27'‑ノナオキサ‑29'‑(p‑トルエンスルホ
ニルオキシ)ノナコサニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール41
0 mg (0.47 mmol)のDMF (1 mL)溶液を滴下し、滴下終了後、反応液を室温で12時間攪拌し
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た。反応液を減圧下にロータリーエバポレーターを用いて、濃縮乾固して得られた残渣を
酢酸エチルで抽出し、抽出液を少量の飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで
乾燥した。ロータリーエバポレーターで溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラム
クロマトグラフィー(溶離液：メタノール：酢酸エチル＝1:50)により精製し、6‑(3',6',9
',12',15',18',21',24',27',30',33'‑ウンデカオキサ‑35',35',35'‑トリフルオロペンタ
トリアコンタニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール(trans体
、cis体の混合物) 250 mgを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3):δ3.03 (6H, s), δ3.90 (2H, m),δ3.91 (2H, q, J=9Hz), δ4.17 (2H,

q, J=5Hz), δ6.6〜7.1 (5H, arom.), δ7.4〜7.9 (4H, arom.)
19

NMR (CDCl3):δ‑75.56 (t, J=9Hz)

10

【０１２２】
[合成例５]

6‑[3',6',9',12',15',18',21',24',27',30',33'‑ウンデカオキサ‑35'‑(3',5

'‑ビス(トリフルオロメチル)ベンジルアミノ)ペンタトリアコンタニルオキシ]‑2‑(4'‑ジ
メチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール(化合物５)の合成
（１）窒素気流中、60%水素化ナトリウム45 mg (1.1 mmol)をフラスコに量り取り、氷冷
しながら、3,6,9,12,15‑ペンタオキサ‑17‑(2H‑テトラヒドロピラン‑2'‑イルオキシ)ヘプ
タデカン‑1‑オール410 mg (1.1 mmol)のDMF (1.5 mL)溶液を滴下し、滴下終了後、反応液
を室温で1時間攪拌した。ついで、[合成例１]の（１）で得られた6‑[3',6',9',12',15'‑
ペンタオキサ‑17'‑(4'‑p‑トルエンスルホニルオキシ)ヘプタデカニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメ
チルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール650 mg (0.93 mmol)のDMF (1.5 mL)溶液を滴下

20

して、室温で16時間攪拌した。反応液を減圧下にロータリーエバポレーターで濃縮乾固し
て得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。不溶物を濾過して除き、濾液を無水硫酸マグネ
シウムで乾燥した後、溶媒を減圧下に留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマト
グラフィー(溶離液：メタノール:ジクロロメタン＝1:40)により精製し、6‑[3',6',9',12'
,15',18',21',24',27',30',33'‑ウンデカオキサ‑35'‑(2H‑テトラヒドロピラン‑2'‑イルオ
キシ)ペンタトリアコンタニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾー
ル580 mgを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3):δ1.4〜1.9 (6H), δ3.03 (6H, s), δ4.63 (1H, t, J=3Hz), δ6.6〜7.1
(5H, arom.), δ7.4〜7.9 (4H, arom.)

【０１２３】

30

（２）前記工程（１）で得られた6‑[3',6',9',12',15',18',21',24',27',30',33'‑ウンデ
カオキサ‑35'‑(2H‑テトラヒドロピラン‑2'‑イルオキシ)ペンタトリアコンタニルオキシ]‑
2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール570 mg (0.64 mmol)のエタノール(4
mL)溶液に濃塩酸(0.2 mL)を加えて、室温に3時間放置した後、反応液に飽和炭酸水素ナト
リウム水溶液を加えて中和した。析出する不溶物を濾過して除き、濾液を減圧下に濃縮乾
固して得られた残渣をジクロロメタンで抽出した。ロータリーエバポレーターで溶媒を留
去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：メタノール：ジク
ロロメタン＝1:40)により精製し、6‑(3',6',9',12',15',18',21',24',27',30',33'‑ウン
デカオキサ‑35'‑ヒドロキシペンタトリアコンタニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチ
リル)ベンゾオキサゾール380 mgを油状物として得た。

40

1

HNMR (CDCl3):δ3.03 (6H, s), δ3.90 (2H, m), δ4.18 (2H, m), δ6.6〜7.1 (5H, ar

om.), δ7.4〜7.9 (4H, arom.)
【０１２４】
（３）前記工程（２）で得られた6‑(3',6',9',12',15',18',21',24',27',30',33'‑ウンデ
カオキサ‑35'‑ヒドロキシペンタトリアコンタニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリ
ル)ベンゾオキサゾール370 mg (0.46 mmol)と塩化p‑トルエンスルホニル115 mg (0.60 mm
ol)のジクロロメタン(2 mL)溶液にトリエチルアミン0.13 mL (0.93 mmol)を加えて、室温
で18時間攪拌した。反応液を減圧下に濃縮乾固し、得られた残渣を酢酸エチルで抽出した
。不溶物を濾別して除いた後、濾液を濃縮乾固して得られた残渣をシリカゲルカラムクロ
マトグラフィー(溶離液：メタノール：ジクロロメタン＝1:50)により精製し、6‑[3',6',9
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',12',15',18',21',24',27',30',33'‑ウンデカオキサ‑35'‑(4'‑p‑トルエンスルホニルオ
キシ)ペンタトリアコンタニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾー
ル370 mgを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3):δ2.45 (3H, s), δ3.03 (6H, s), δ6.6〜7.9 (13H, arom.)

【０１２５】
（４）前記工程（３）で得られた6‑[3',6',9',12',15',18',21',24',27',30',33'‑ウンデ
カオキサ‑35'‑(4'‑p‑トルエンスルホニルオキシ)ペンタトリアコンタニルオキシ]‑2‑(4'‑
ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキサゾール360 mg (0.37 mmol)と3,5‑ビス(トリフルオ
ロメチル)ベンジルアミン460 mg (1.89 mmol)のDMF (3.5 mL)溶液に炭酸カリウム310 mg
(2.24 mmol)を加えて、90℃に9時間加熱した。反応液を室温まで冷却した後、酢酸エチル

10

(50 mL)を加え、不溶物を濾過して除いた。濾液を濃縮乾固して得られた残渣をシリカゲ
ルカラムクロマトグラフィー(溶離液：メタノール：ジクロロメタン＝1:30)により精製し
、6‑[3',6',9',12',15',18',21',24',27',30',33'‑ウンデカオキサ‑35'‑(3',5'‑ビス(ト
リフルオロメチル)ベンジルアミノ)ペンタトリアコンタニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミ
ノスチリル)ベンゾオキサゾール(trans体、cis体の混合物) 250 mgを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3):δ2.81 (2H, t, J=5Hz), δ3.03 (6H, s), δ3.89 (2H, m), δ3.94 (2H,
s), δ4.17 (2H, m), δ6.6〜7.1 (5H, arom.), δ7.76 (1H, s), δ7.83 (2H, s), δ7

.4〜7.9 (4H, arom.)
【０１２６】
[合成例６]

6‑(3',6',9',12',15',18',21',24',27',30',33',36',39'‑トリデカオキサ‑4

20

1',41',41'‑トリフルオロヘンテトラコンタニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチリル)
ベンゾオキサゾール(化合物６)の合成
窒素気流中、60%水素化ナトリウム15 mg (0.38 mmol)をフラスコに量り取り、氷冷しな
がら、2‑(2',2',2'‑トリフルオロエトキシ)エタノール55 mg (0.38 mmol)のDMF (0.2 mL)
溶液を滴下し、滴下終了後、反応液を室温で1時間攪拌した。ついで、[合成例５]の（３
）で得られた6‑[3',6',9',12',15',18',21',24',27',30',33'‑ウンデカオキサ‑35'‑(4'‑p
‑トルエンスルホニルオキシ)ペンタトリアコンタニルオキシ]‑2‑(4'‑ジメチルアミノスチ
リル)ベンゾオキサゾール73 mg (0.076 mmol)のDMF (0.2 mL)溶液を滴下して、反応液を
室温で21時間攪拌した。減圧下に反応液を濃縮し、残渣を酢酸エチルで抽出した。ロータ
リーエバポレーターで減圧下に酢酸エチルを留去した後、真空ポンプでDMFを留去して得
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られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：メタノール：ジクロロメタ
ン＝1:50)により精製し、6‑(3',6',9',12',15',18',21',24',27',30',33',36',39'‑トリ
デカオキサ‑41',41',41'‑トリフルオロヘンテトラコンタニルオキシ)‑2‑(4'‑ジメチルア
ミノスチリル)ベンゾオキサゾール(trans体、cis体の混合物) 44 mgを油状物として得た
。
1

HNMR (CDCl3):δ3.03 (6H, s), δ3.73 (2H, q, J=9Hz), δ4.17 (2H, q, J=4.5Hz), δ

6.6〜7.1 (5H, arom.), δ7.4〜7.9 (4H, arom.)
【０１２７】
[合成例７] (2E)‑N‑[2'‑(3',4'‑ジヒドロキシフェニル)エチル]‑3‑[4'‑ヒドロキシ‑3'‑(3
',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23',23',23'‑トリフルオロトリコサニルオキシ)

40

フェニル]‑2‑プロペンアミド(化合物７)の合成
（１）窒素気流中、60%水素化ナトリウム1.20 g (30 mmol)をフラスコに量り取り、氷冷
しながら2‑(2',2',2'‑トリフルオロエトキシ)エタノール3.31 g (23 mmol)のDMF (5 mL)
溶液を滴下し、滴下終了後、反応液を室温で1時間攪拌した。ついで、1‑p‑トルエンスル
ホニルオキシ‑17‑(2H‑テトラヒドロピラン‑2'‑イル)オキシ‑3,6,9,12,15‑ペンタオキサヘ
プタデカン5.98 g (11.5 mmol)のDMF (10 mL)溶液を滴下して、室温で18時間攪拌した。
反応液を濃縮乾固して得られる残渣を酢酸エチルに溶かし、酢酸エチル溶液を少量の飽和
食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ロータリーエバポレーターで、
減圧化に溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：
メタノール：ジクロロメタン＝1:50)により精製し、1,1,1‑トリフルオロ‑23‑(2H‑テトラ
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ヒドロピラン‑2'‑イル)オキシ‑3,6,9,12,15,18,21‑ヘプタオキサトリコサン4.76 gを油状
物として得た。
1

HNMR (CDCl3) : δ3.91 (2H, q, J=9Hz), δ4.63 (1H, m)

19

FNMR (CDCl3) : δ‑75.56 (t, J=9Hz)

【０１２８】
（２）前記工程（１）で得られた1,1,1‑トリフルオロ‑23‑(2H‑テトラヒドロピラン‑2'‑イ
ル)オキシ‑3,6,9,12,15,18,21‑ヘプタオキサトリコサン4.74 g (9.6 mmol)のエタノール(
60 mL)溶液に濃塩酸0.1 mLを加えて、室温で16時間攪拌した。飽和炭酸水素ナトリウム溶
液を加えて中和し、濃縮乾固して得られた残渣をジクロロメタンで抽出した。減圧下に溶
媒を留去して得られた残渣3.87 g (約9.5 mmol)をジクロロメタン(30 mL)に溶かし、塩化

10

p‑トルエンスルホニル2.35 g (12.3 mmol)を加えた後、トリエチルアミン2.5 mL (18 mmo
l)を加えて、[合成例２]の工程（３）に従い、反応液を室温で15時間攪拌した。反応液を
少量の飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下に溶媒を留去
して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：メタノール：ジクロ
ロメタン＝1:50)により精製し、1,1,1‑トリフルオロ‑23‑p‑トルエンスルホニルオキシ‑3,
6,9,12,15,18,21‑ヘプタオキサトリコサン4.87 gを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3) : δ2.45 (3H, s), δ3.91 (2H, q, J=9Hz), δ7.34 (2H, d, J=8Hz), δ

7.80 (2H, d, J=8Hz)
19

FNMR (CDCl3) : δ‑75.55 (t, J=9Hz)

【０１２９】

20

（３）前記工程（２）で得られた1,1,1‑トリフルオロ‑23‑p‑トルエンスルホニルオキシ‑3
,6,9,12,15,18,21‑ヘプタオキサトリコサン2.20 gと臭化アンモニウム0.77 gをDMF 9.0 m
L中、80‑85℃に6時間加熱攪拌した。反応液を減圧下に濃縮して得られた残渣を酢酸エチ
ルで抽出し、抽出液を少量の水と飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥
した。減圧下に溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶
離液：メタノール：ジクロロメタン＝1:100)により精製し、1,1,1‑トリフルオロ‑23‑ブロ
モ‑3,6,9,12,15,18,21‑ヘプタオキサトリコサン1.71 gを油状物として得た。
【０１３０】
（４）4‑ベンジルオキシ‑3‑ヒドロキシベンズアルデヒド0.82 gと前記工程（３）で得ら
れた1,1,1‑トリフルオロ‑23‑ブロモ‑3,6,9,12,15,18,21‑ヘプタオキサトリコサン1.71 g

30

をアセトン20 mLに溶かした溶液に炭酸カリウム1.0 gとヨウ化ナトリウム50 mgを加えて
、室温で46時間攪拌した。不溶物を濾別した後、濾液を濃縮して得られた残渣を酢酸エチ
ルで抽出し、抽出液を少量の水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾
燥した。減圧下に溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(
溶離液：メタノール：ジクロロメタン＝1:100)により精製し、4‑ベンジルオキシ‑3‑(3',6
',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23',23',23'‑トリフルオロトリコサニルオキシ)‑ベ
ンズアルデヒド1.97 gを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3) : δ3.90 (2H, q, J=9Hz), δ5.22 (2H, s), δ9.83 (1H, s)

19

FNMR (CDCl3) : δ‑75.54 (t, J=9Hz)

【０１３１】

40

（５）前記工程（４）で得られた4‑ベンジルオキシ‑3‑(3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプ
タオキサ‑23',23',23'‑トリフルオロトリコサニルオキシ)‑ベンズアルデヒド1.97 gをエ
タノール16 mLに溶かし、この溶液にオルトギ酸エチル1.60 mLとDLショウノウ‑10‑スルホ
ン酸74 mgを加えて室温で2時間攪拌した。反応液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液に加え
て、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥
した後、減圧下に溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(
溶離液：酢酸エチル：ヘキサン＝1:1)により精製し、4‑ベンジルオキシ‑3‑(3',6',9',12'
,15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23',23',23'‑トリフルオロトリコサニルオキシ)‑α,α‑ジエ
トキシトルエン2.01 gを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3) : δ1.23 (6H, t, J=7Hz), δ3.91 (2H, q, J=9Hz), δ5.11 (2H, s), δ
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5.41 (1H, s), δ6.88 (1H, d, J=8Hz), δ6.97 (1H, dd, J=8Hz, 2Hz), δ7.06 (1H, d,
J=2Hz), δ7.3‑7.5 (5H)
19

FNMR (CDCl3) : δ‑75.55 (t, J=9Hz)

【０１３２】
（６）前記工程（５）で得られた4‑ベンジルオキシ‑3‑(3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプ
タオキサ‑23',23',23'‑トリフルオロトリコサニルオキシ)‑α,α‑ジエトキシトルエン2.0
1 gをメタノール40 mLに溶かした溶液に10%パラジウム炭素200 mgを加え、水素気流中、
室温で10時間攪拌した。触媒を濾別した後、濾液を濃縮乾固して得られた残渣をアセトン
6 mLに溶かした溶液に、1M‑塩酸1 mLを加えて1時間室温に放置した。反応液を酢酸エチル
でうすめ、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、ついで飽和食塩水で洗い、無水硫酸マグネシ

10

ウムで乾燥した。減圧下に溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ
フィー(溶離液：メタノール：ジクロロメタン＝1:100)により精製し、4‑ヒドロキシ‑3‑(3
',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23',23',23'‑トリフルオロトリコサニルオキシ)
‑ベンズアルデヒド1.42 gを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3) : δ3.90 (2H, q, J=9Hz), δ7.00 (1H, d, J=8Hz), δ7.4‑7.5 (2H), δ

9.79 (1H, s)
19

FNMR (CDCl3) : δ‑75.55 (t, J=9Hz)

【０１３３】
（７）前記工程（６）で得られた4‑ヒドロキシ‑3‑(3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオ
キサ‑23',23',23'‑トリフルオロトリコサニルオキシ)‑ベンズアルデヒド710 mgをピリジ
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ン7 mLに溶かし、この溶液にマロン酸840 mgとピぺリジン2.3 mLを加えて、55‑60℃に加
熱攪拌した。反応液を氷冷し、2M‑塩酸を加えてpH2に調整し、酢酸エチルで抽出した。酢
酸エチル溶液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてカルボン酸を抽出し、水溶液をジ
エチルエーテルで洗浄した。水溶液に2M‑塩酸を加えてpH2に調整した後、酢酸エチルで抽
出し、抽出液を飽和食塩水で洗い、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下に溶媒を留
去すると、4‑ヒドロキシ‑3‑(3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23',23',23'‑トリ
フルオロトリコサニルオキシ)‑trans‑桂皮酸620 mgが油状物として得られた。
1

HNMR (CDCl3) : δ3.90 (2H, q, J=9Hz), δ6.25 (1H, d, J=16Hz), δ6.91 (1H, d, J=

8Hz), δ7.12 (1H, dd, J=8Hz, 2Hz), δ7.27 (1H, d, J=2Hz),

δ7.68 (1H, d, J=16Hz
30

)
19

FNMR (CDCl3) : δ‑75.52 (t, J=9Hz)

【０１３４】
（８）前記工程（７）で得られた4‑ヒドロキシ‑3‑(3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオ
キサ‑23',23',23'‑トリフルオロトリコサニルオキシ‑trans‑桂皮酸480 mg、1‑ヒドロキシ
ベンゾトリアゾール230 mg及び1‑エチル‑3‑(3'‑ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド
塩酸塩320 mgのDMF (2 mL)溶液を氷冷し、攪拌しながらドーパミン塩酸塩320 mgを加え、
さらにトリエチルアミン0.7 mLのジクロロメタン(2 mL)溶液を加えて、室温で24時間攪拌
した。反応液を水にあけ、酢酸エチルで抽出し、抽出液を水、1M‑塩酸、飽和炭酸水素ナ
トリウム水溶液、飽和食塩水で順に洗い、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下に溶
媒を留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液：メタノール

40

：ジクロロメタン＝1:50)により精製し、(2E)‑N‑[2'‑(3',4'‑ジヒドロキシフェニル)エチ
ル]‑3‑[4'‑ヒドロキシ‑3'‑(3',6',9',12',15',18',21'‑ヘプタオキサ‑23',23',23'‑トリ
フルオロトリコサニルオキシ)フェニル]‑2‑プロペンアミド290 mgを油状物として得た。
1

HNMR (CDCl3) : δ3.87 (2H, q, J=9Hz), δ6.19 (1H, d, J=16Hz), δ6.57 (1H,dd, J=

8Hz, 2Hz), δ6.75 (1H, d, J=2Hz), δ6.81 (1H, d, J=8Hz), δ6.84 (1H, d, J=8Hz),
δ6.9‑7.1 (2H), δ7.46 (1H, d, J=16Hz)
19

FNMR (CDCl3) : δ‑75.50 (t, J=9Hz)

【０１３５】
なお、以下の試験例で使用している化合物８と９は、それぞれ以下の構造を有している
。

50

(28)

JP WO2014/109296 A1 2014.7.17

化合物８
【０１３６】
【化１５】

10
化合物９
【０１３７】
【化１６】

20
【０１３８】
19

[試験例１]

F‑MR画像測定

化合物１を10 mg量り取り、80%のTween‑80を0.125 ml加え、温めながら硝子棒で溶解し
た。ついで生理食塩水を0.875 ml加えて投与溶液(10 mg/ml)を調製した。本投与液をペン
トバルビタールナトリウム麻酔をかけたアルツハイマー病遺伝子改変モデルマウス(APP/P
S1)と正常なワイルドマウス(Wild)に、尾静脈から0.2 kg/ml/minで総量200 mg/kg投与し
た。アルツハイマー病遺伝子改変モデルマウス(APP/PS1)は、アミロイド前駆体蛋白とプ
レセニリン1のダブルトランスジェニックマウス(APP/PS1, Jackson研究所から購入して繁
殖した)を用いた。
【０１３９】

30

投与終了後に麻酔下、MRI装置を用いてマウス頭部を1時間づつ連続測定し、後にそれぞ
れのデータを加算して画像を作成した。19F‑MRIの脳画像はChemical Shift imaging法(CS
I法)によって得た。なお、使用したMRI装置は、7T Unity Inova MR Scanner (Varian製)
であった。
【０１４０】
化合物１をアルツハイマー病遺伝子改変モデルマウス(APP/PS1)と正常なワイルドマウ
ス(Wild)に投与し、投与後5時間後から3時間測定したMRIの脳画像を図１に示す。図中、A
とCは19F‑MRI画像、BとDは19F‑MRIと1H‑MRI画像の合成写真である。上段のアルツハイマ
ー病遺伝子改変モデルマウスの19F‑MR画像において、老人斑と推定される信号が脳内から
検出されたが、下段のワイルドマウスからは、信号は検出されなかった。
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【０１４１】
[試験例２]

脳組織染色

上記試験例１で実施した19F‑MRIスキャンしたマウス脳を採取し、4%‑ホルマリン溶液で
2日間固定した後、15%‑ショ糖溶液に移してクリオプロテクションし、クリオスタットで
厚さ20μｍの切片を作成した。次に、本切片をウサギ抗ヒトアミロイドβポリクローナル
抗体(IBL社, 0.2μg/ml)と4℃で一晩反応させた。さらに、本検体をPBS‑Tで10分間3回洗
浄した後、Alexa647抗ウサギIgG抗体(Molecular Probes社、500倍希釈)と室温下4時間反
応した。本検体をPBS‑Tで10分間3回洗浄した後、Cresyl Violetで1分間対比染色し、更に
蒸留水で洗浄後グリセロール封入を行なったものを検体とし、倒立型蛍光顕微鏡にて老人
斑への化合物の結合能を観察した。なお、化合物像はDAPIフィルターで、アミロイドβ蛋
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白像はCy5フィルターで測定した。また、正常マウスに対しても同様の処理を実施した。
【０１４２】
得られたアルツハイマー病遺伝子改変モデルマウス脳切片の染色像を図２に示す。図中
、AはDAPIフィルターでみた化合物の蛍光像で、Bはβアミロイド抗体染色像を示す。Bで
認められる老人斑を形成するアミロイドβの斑点とAで認められる化合物の蛍光染色像が
一致しており、化合物が老人斑に結合していることを示している。
【０１４３】
[試験例３]

QCM装置を用いたAβオリゴマー及びAβ線維との結合性の解析

QCM装置のセンサー部にAβオリゴマー又はAβ線維を固定し、ガラス容器に入れたPBSに
浸漬した。次に、化合物８又は化合物１を終濃度10μMになるように加え、その直後から

10

周波数の変化を記録した。
【０１４４】
得られた結果を図３に示す。図中Aは化合物８を加えたときの周波数変化、Bは化合物１
を加えたときの周波数変化を示す。化合物８を加えるとAβオリゴマーを固定したセンサ
ー(Oligomer)及びAβ線維を固定したセンサー(Fibrillar)の両方で、なにも固定していな
いセンサー(Control)に比べて、周波数の著しい減少が認められた。一方、化合物８を加
えたときは、Aβ線維を固定したセンサー(Fibrillar)では周波数の減少が認められたが、
Aβオリゴマーを固定したセンサー(Oligomer)では、なにも固定していないセンサー(Cont
rol)とほとんど同じ周波数の変化を示した。以上の結果から、化合物８はAβオリゴマー
とAβ線維の両方と結合する特性を持つが、化合物１はAβ線維とは結合するがAβオリゴ

20

マーとは結合しないことが示された。
【０１４５】
化合物１と化合物８の19F‑MR画像化試験

[試験例４]

化合物１と化合物８をそれぞれ10 mg量り取り、80%のCremophor‑ELを0.25 ml加え、温
めながら溶解した。ついで生理食塩水を0.75 ml加えて投与溶液(10 mg/ml)を調製した。
本投与液をペントバルビタールナトリウムで麻酔をかけたAPP/PS1マウスに、尾静脈から0
.2 kg/ml/minで総量200 mg/kg投与した。
【０１４６】
投与終了後3時間経過時点でペントバルビタールナトリウムを過剰投与してマウスを安
楽死させた。そしてMR装置を用いてマウス頭部の19F‑MR信号を測定した。測定はまずNMR

30

スペクトルを取得するためのシングルパルス測定を10分間実施し、次いでChemical Shift
imaging法(CSI法)による画像化のための50分間の測定を繰り返し、測定終了後にデータ
を加算して画像を作成した。
【０１４７】
得られた結果を図４に示す。図中、Aは16月齢のAPP/PS1マウスにおけるNMRスペクトル
、Bは16月齢のAPP/PS1マウスにおける1H‑MR画像、化合物８の19F‑MR画像、化合物１の19F
‑MR画像、化合物８と化合物１の19F‑MR信号の差分を示した画像である。上段は水平断、
下段は矢状断の画像である。NMRスペクトルにおいて化合物８と化合物１は完全に分かれ
たピークとして検出された。そしてそれぞれのピークのケミカルシフトを用いて画像を作
成することにより、同時に投与した化合物８と化合物１を別々に画像化することに成功し
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た。また、両者の画像の差分を算出することにより、2つの化合物の信号の分布や強度の
違いを描写することに成功した。Cは11月齢のAPP/PS1マウスにおいて得られた画像である
。より若年のマウスにおいても同時に投与した化合物８と化合物１を別々に画像化するこ
とに成功した。
【０１４８】
[試験例５]

化合物１、化合物７及び化合物９によるMR画像の比較

化合物１、化合物７及び化合物９を10 mMとなるようにDMSOに溶解した。ペントバルビ
タールナトリウムで麻酔をかけたマウスを脳定位固定装置に固定して、頭皮を切開し、頭
蓋骨を露出させた。次にブレグマから前方0.1 mm、左方及び右方2.3 mmにドリルで穴をあ
けた。続いて、薬液を満たしたハミルトンシリンジのニードルを上記の穴から硬膜下2.5
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mmに挿入し、薬液を2μL注入した。10分間静置した後、ニードルを引き抜いた。左の穴に
は化合物９を、右の穴には化合物１又は化合物７を注入した。直後にペントバルビタール
ナトリウムを過量投与することによりマウスを安楽死させ、MR装置を用いて化合物の画像
化試験を実施した。画像化にはCSI法による20分間の測定によって得られたデータを使用
した。
【０１４９】
得られた結果を図５に示す。図中Aは左脳に化合物９、右脳に化合物１を投与したマウ
ス頭部のMR画像、Bは左脳に化合物９、右脳に化合物７を投与したマウス頭部のMR画像で
ある。それぞれの図の上段は水平断又は冠状断における1H MR画像及び19F MR画像で、下
段が1H MR画像と19F MR画像の重ね合わせ画像である。化合物９を投与した左脳では化合

10

物９の19F MR信号は検出されなかったが、化合物１又は化合物７を投与した右脳ではそれ
ぞれの化合物の19F MR信号が検出され(矢頭)、画像化に成功した。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
本発明の化合物は、βシート構造を取るアミロイドβ蛋白に対する高い結合特異性と高
い検出感度を併せ持つためMRI造影剤として機能し、医療機関に広く普及しているMRI装置
を用いてアルツハイマー病をはじめとするアミロイド蓄積性疾患の生前非侵襲診断に利用
できる。
【０１５１】
さらに、本発明の化合物は、高い検出感度を有しているため、アルツハイマー病以外の
、タウ蛋白、α‑シヌクレイン又はTDP‑43が蓄積する疾患の生前非侵襲診断にも応用可能
性がある。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月8日(2014.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（１）：
【化１】

（式中、Ｘはアミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α−シヌクレイン及びＴＤＰ−４３からなる
群から選択される少なくとも１種に結合活性を有する化合物の残基であり、ｍは０〜６の
整数であり、ｎは１〜５の整数であり、Ｊは以下の基である。
【化２】

但し、５≦ｍ＋ｎ≦７であるものとする。）で表される化合物又はその塩。
【請求項２】
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Ｘがアミロイドβ蛋白に結合活性を有する化合物の残基である、請求項１に記載の化合
物又はその塩。
【請求項３】
Ｘが式（ｘ１）：
【化３】

（式中、Ｒ４及びＲ５はＣ１〜６アルキルである。）で表される基である、請求項２に記
載の化合物又はその塩。
【請求項４】
請求項１に記載の化合物又はその塩を有効成分とするアミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α
−シヌクレイン又はＴＤＰ−４３が蓄積する疾患の画像診断薬。
【請求項５】
前記疾患がアルツハイマー病、前頭側頭型認知症、進行性核上性麻痺、パーキンソン病
、レビー小体病又は筋萎縮性側索硬化症である、請求項４に記載の画像診断薬。
【請求項６】
画像診断がＭＲＩである、請求項４に記載の画像診断薬。
【請求項７】
請求項２に記載の化合物又はその塩を有効成分とするアミロイドβ蛋白が蓄積する疾患
の画像診断薬。
【請求項８】
アミロイドβ蛋白が蓄積する疾患がアルツハイマー病である、請求項７に記載の画像診
断薬。
【請求項９】
画像診断がＭＲＩである、請求項７に記載の画像診断薬。
【請求項１０】
請求項４に記載の画像診断薬を用いる、アミロイドβ蛋白、タウ蛋白、α−シヌクレイ
ン又はＴＤＰ−４３が蓄積する疾患の診断方法。
【請求項１１】
請求項７に記載の画像診断薬を用いる、蛋白のβシート構造が病因又は病因の一部とな
る疾患の診断方法。
【請求項１２】
請求項２に記載の化合物又はその塩を有効成分とする脳をはじめとする組織中のアミロ
イドβ蛋白又は老人斑の染色薬。
【請求項１３】
請求項１２に記載の染色薬を用いて組織中のアミロイドβ蛋白又は老人斑を染色する方
法。
【請求項１４】
アミロイドβオリゴマーを検出するために用いられる画像診断薬であって、
（Ａ）請求項３に記載の化合物又はその塩と
（Ｂ）式（２）：
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【化４】

（式中、Ｒ６ａ及びＲ６ｂはそれぞれ独立に水素原子、アルキル、アセチル又はメトキシ
カルボニルであり、Ｒ７はそれぞれ独立にフッ素原子、ＣＨＦ２−、ＣＦ３−、ＣＨＦ２
Ｏ−又はＣＦ３Ｏ−であり、Ｒ８はそれぞれ独立に水素原子又はフッ素原子であり、Ａは
アルキル、シアノ、カルボキシル、アルコキシカルボニル又はＲ９−（ＣＨ２）ｑ−であ
り、Ｒ９はヒドロキシ、カルボキシ、シアノ、アセチルオキシ、アルコキシカルボニル、
アルコキシアルコキシ、ヒドロキシアルコキシ又はＣＯＮＲ１０Ｒ１１であり、Ｒ１０及
びＲ１１はそれぞれ独立に水素原子又はアルキルであり、ｑは１〜５の整数である）で表
されるクルクミン誘導体又はその塩
とを組み合わせてなる、画像診断薬。
【請求項１５】
請求項１４に記載の画像診断薬を用いる、アミロイドβオリゴマーの検出方法。
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【国際調査報告】
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