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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
式 (III) で表される化合物を含有する乳酸脱水素酵素の阻害剤。
【化１】
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式（III）中、
Ｒaは、水素原子、ハロゲン原子またはハロゲン原子で置換されていてもよいアルコキ
シ基を表し、
Ｒbは、水素原子、ハロゲン原子、ハロゲン原子で置換されていてもよいアルコキシ基
またはニトロ基を表すか、Ｒc、ＲdまたはＲgと一体となって置換基を有していてもよい
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環状構造を形成する基を表し、
Ｒcは、水素原子またはカルボキシル基を表すか、ＲbまたはＲe・Ｒfと一体となって置
換基を有していてもよい環状構造を形成する基を表し、
Ｒdは、水素原子または−Ｘ11−Ｒ11を表すか、ＲbまたはＲgと一体となって置換基を
有していてもよい環状構造を形成する基を表し、
Ｘ11はアルキレン基、−ＮＨ−ＣＯ−、−ＣＨ2−ＮＲ12−ＣＯ−または−Ｓ−を表
し、
Ｒ11は、置換基を有していてもよいアリール基、カルボキシル基、ハロゲン原子で置
換されていてもよいアルキル基、またはヒドロキシアルキル基を表し、
Ｒ12は、ヒドロキシアルキル基を表し、
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Ｒe、ＲfおよびＲgは、
（i）全てが水素原子を表すか、
（ii）ＲeおよびＲfが一緒になって、＝Ｏ、＝ＮＲ21または＝ＣＲ21Ｒ22を表し、Ｒg
が、−Ｘ31−Ｒ31、−Ｏ−Ｘ32−Ｒ32、−Ｎ(−Ｘ33−Ｒ33)(−Ｘ34−Ｒ34)または−ＣＲ
35

Ｒ36Ｒ37を表し、
Ｒ21はヒドロキシ基を表すか、ＲcまたはＲgと一体となって置換基を有していてもよ

い環状構造を形成する基を表し、
Ｒ22は、ニトロ基、または窒素原子に結合した水素原子がアルキル基で置換されてい
てもよいアミノカルボニル基を表し、
Ｘ31は、単結合、アルケニレン基、−ＣＨ2−Ｏ−ＣＨ2−ＣＯ−ＮＨ−、−ＣＨ2−
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Ｏ−ＣＨ2−ＣＯ−または−ＣＯ−を表し、
Ｒ31は、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいヘテロア
リール基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよい複素
環式アミノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子で置換されていてもよいアルコキシ基、また
はヒドロキシアルキル基を表し、
ただし、Ｘ31が単結合であり、Ｒ31が置換基を有していてもよい複素環式アミノ基であ
る場合は、当該単結合は当該複素環式アミノ基の窒素原子以外の原子と結合しており、
Ｘ32は、単結合または−ＣＨ2−ＣＯ−ＮＨ−を表し、
Ｒ32は、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいヘテロア
リール基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基またはハロゲン原子で置換されて
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いてもよいアルキル基を表し、
Ｘ33およびＸ34はそれぞれ独立して、単結合、アルキレン基、−ＣＨ2−ＣＯ−ＮＨ−
または−ＳＯ2−を表し、
Ｒ33およびＲ34はそれぞれ独立して、水素原子、置換基を有していてもよいアリール基
、置換基を有していてもよいヘテロアリール基、置換基を有していてもよいシクロアルキ
ル基、ヒドロキシルアルキル基、カルボキシル基、ハロゲン原子で置換されていてもよい
アルキル基またはアルキニル基を表すか、Ｒb、ＲdまたはＲe・Ｒfと一体となって置換基
を有していてもよい環状構造を形成する基を表すか、Ｒ33およびＲ34はそれらが単結合で
あるＸ33およびＸ34を介して結合している窒素原子と共に一体となって置換基を有してい
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てもよい複素環式アミノ基を表し、
35

Ｒ

36

、Ｒ

およびＲ

37

はそれぞれ独立して、水素原子または−Ｘ

31

−Ｒ

31

を表すか、Ｒ

b

、ＲdまたはＲe・Ｒfと一体となって置換基を有していてもよい環状構造を形成する基を

表し、
Ｒhは、水素原子またはハロゲン原子を表す。
ただし、式（III）で表される化合物は、
（i）ＲbとＲcが一体となった環状構造、ＲbとＲdが一体となった環状構造、ＲbとＲgが
一体となった環状構造、ＲcとＲe・Ｒfが一体となった環状構造、ＲdとＲgが一体となっ
た環状構造、またはＲe・ＲfとＲgが一体となった環状構造のいずれか一つであって、五
員環、六員環、あるいはそれらの縮合環またはスピロ環であるものが形成されている化合
物、あるいは
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（ii）ＲbとＲcが一体となった環状構造、ＲbとＲdが一体となった環状構造、ＲbとＲgが
一体となった環状構造、ＲcとＲe・Ｒfが一体となった環状構造、ＲdとＲgが一体となっ
た環状構造、およびＲe・ＲfとＲgが一体となった環状構造のいずれも形成されていない
化合物であって、Ｒe、ＲfおよびＲgが下記（ｉｉ−ａ）または（ｉｉ−ｂ）に限定され
るもの、である。
（ii‑a）ＲeおよびＲfは一緒になって＝Ｏを表し、Ｒgは、下記式のいずれかの構造の
、−Ｘ31−Ｒ31を表す。
【化２】
10

20

（ii‑b）ＲeおよびＲfは一緒になって＝Ｏを表し、Ｒgは−Ｎ(−Ｘ33−Ｒ33)(−Ｘ34−
Ｒ34)を表し、Ｘ33およびＸ34はどちらも単結合を表し、Ｒ33は水素原子を表し、Ｒ34は
、下記式のいずれかの構造の、置換基を有するアリール基または置換基を有するヘテロア
リール基を表す。
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【化３】
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【請求項２】
請求項１に記載の乳酸脱水素酵素の阻害剤を有効成分とする抗てんかん剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、イソサフロール（もしくはその誘導体）を有効成分とする乳酸脱水素酵素阻
害剤および抗てんかん剤に関する。
【背景技術】
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【０００２】
てんかんは、脳の電気活動の過剰興奮によって生じる神経疾患であり、特徴的な脳波(
てんかん脳波) によって診断される。その有病率は、総人口の約１％と高い。てんかんの
治療法としては薬物治療が主であり、２０種類以上のてんかん治療薬が臨床現場で使用さ
れている (非特許文献１)。しかしながら、約３割のてんかん患者に対し、これら既存の
てんかん治療薬が奏功しないことが知られている。このような背景により、既存薬が効か
ない「難治性てんかん」に対する治療薬が、現在必要とされている。
【０００３】
てんかんは、過剰な神経電気興奮が原因で起きるため、その治療薬も電気活動を制御す
る分子を標的にするものが殆どである。具体的には、イオンチャネル、シナプス受容体、
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神経伝達物質トランスポーターである (非特許文献２)。一方、これらの既存薬が効かな
いてんかん患者の一部に対して、ケトン食療法と呼ばれる「食事療法」が効果的であるこ
とが、臨床的に知られている (非特許文献３)。最近になって、ケトン食による抗てんか
ん機構が次々と明らかにされている (非特許文献４〜６)。すなわち、エネルギー代謝経
路に作用する薬ができれば、難治性てんかん治療薬として有望である。
【０００４】
抗てんかん薬の一つに、スチリペントール（CAS: 49763‑96‑4, 4‑ジメチル‑1‑[(3,4‑メ
チレンジオキシ)‑フェニル]‑1‑ペンテン‑3‑オール, 下記式(I)参照) がある。スチリペン
トールは最初、脳疾患薬として開発され (特許文献１)、その後難治性てんかんの一つで
あるDravet 症候群 (小児てんかんの一つ) に効くことが明らかにされた (非特許文献７
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，８)。現在、Dravet症候群の治療薬として、ヨーロッパ (2007年承認) と日本 (2012年
承認) で、ディアコミットという商品名で臨床使用されている。しかしながら、Dravet症
候群には成功したものの、それ以外のてんかん (特に成人てんかん) に対して、スチリペ
ントールは臨床試験で成功していないのが現状である (非特許文献９)。
【０００５】
最近、スチリペントールが、乳酸脱水素酵素 (lactate dehydrogenase; LDH) の阻害剤
であることが報告されている (特許文献２)。乳酸脱水素酵素とは、「エネルギー代謝経
路上」に存在し、乳酸とピルビン酸を相互変換する「代謝酵素」である。乳酸脱水素酵素
阻害剤自体は、これまで、主に抗マラリア薬開発 (非特許文献１０，１１)、および抗ガ
ン剤開発 (非特許文献１２，１３) を目的として作られてきた。しかしながら、これらの
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乳酸脱水素酵素阻害剤が、抗てんかん作用を持つかどうかは不明である。すなわち、現段
階において、スチリペントールは「乳酸脱水素酵素阻害作用」を持つ唯一の「抗てんかん
剤」である。
【０００６】
【化１】
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許3910959
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【特許文献２】国際公開WO2014/115764
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Sirven et al, Mayo Clin Proc 87: 879‑889, 2012
【非特許文献２】Meldrum et al, Neurotherapeutics 4: 18‑61, 2007
【非特許文献３】Neal et al, Lancet Neurol 7: 500‑506, 2008
【非特許文献４】Ma et al, J Neurosci 27: 3618‑3625, 2007
【非特許文献５】Juge et al, Neuron 68: 99‑112, 2010
【非特許文献６】Masino et al, J Clin Invest 121: 2679‑2683, 2011
【非特許文献７】Perez et al, Epilepsia 40: 1618‑1626, 1999
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【非特許文献８】Chiron et al, Lancet 356: 1638‑1642, 2000
【非特許文献９】Chiron, Neurotherapeutics 4: 123‑125, 2007
【非特許文献１０】Deck et al, J Med Chem 41: 3879‑3887, 1998
【非特許文献１１】Cameron et al, J Biol Chem 279: 31429‑31439, 2004
【非特許文献１２】Granchi et al, J Med Chem 54: 1599‑1612, 2011
【非特許文献１３】Farabegoli et al, Eur J Pharm Sci 47: 729‑738, 2012
【非特許文献１４】Aboul‑Enein et al, Eur J Med Chem 47: 360‑369, 2012
【非特許文献１５】Riban et al, Neuroscience 112: 101‑111, 2002
【非特許文献１６】Houser, Brain Res 535: 195‑204, 1990
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【非特許文献１７】Shen et al, Epilepsy Res 7: 40‑48, 1990
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
スチリペントールは、芳香族アリルアルコール構造を有しており、従来の抗てんかん薬
にはない化学構造を持つ (特許文献１)。しかも、「乳酸脱水酵素阻害作用を持つ抗てん
かん剤」として、唯一の化合物である (特許文献２)。代謝経路 (代謝酵素) に作用する
抗てんかん剤は、難治性てんかん治療薬として有望である。しかしながら、スチリペント
ールは、一部の小児難治性てんかん (Dravet 症候群) には効くものの、それ以外の難治
性てんかんには使用されていない。すなわち、乳酸脱水素酵素阻害活性を維持し、スチリ
ペントールの化学構造を改変することで、スチリペントールが効かない難治性てんかんに
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も効く「抗てんかん剤」が開発可能であると期待される。そして、このような抗てんかん
剤は、産業的利用価値が非常に高い。
【００１０】
しかしながら、どのように化学構造を改変すれば、スチリペントールが効かない難治性
てんかんに効くようになるかは、現在の技術レベルで想定するのは容易ではない。そこで
本発明では、「乳酸脱水素酵素阻害作用」を持ち、スチリペントールが効かない難治性て
んかんにも効く抗てんかん剤を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、スチリペントール (芳香族アリルアルコール) を特徴づける
ドロキシ基

(特許文献１) や従来技術で報告されている

3位の官能基群

3位のヒ
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(非特許文献

１４) が、むしろ不必要という仮説を立てた。そこで、スチリペントールの3位からヒド
ロキシ基と3級ブチル基を除いた物質であるイソサフロール (CAS: 120‑58‑1, 5‑(1‑プロ
ペニル)‑1,3‑ベンゾジオキソール, 下記式(II)参照) に着目した。本発明者らは今回、こ
のイソサフロールが乳酸脱水素酵素の阻害作用を持つことを明らかにした。さらに、スチ
リペントールとは化学構造が全く異なる「イソサフロールを母核構造に持つ乳酸脱水素酵
素の阻害剤」を数多く同定した。しかも、スチリペントールでは抑えることができない成
人難治性てんかん (海馬硬化症に伴う内側側頭葉てんかん) を、イソサフロール等の乳酸
脱水素酵素の阻害剤が顕著に抑えることを見出し、本発明を完成させた。
【００１２】
【化２】
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【００１３】
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本発明は、一つの側面において、以下の発明を提供するものである。
【００１４】
［１］
式 (III) で表される化合物を含有する乳酸脱水素酵素の阻害剤。
【００１５】
【化３】
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【００１６】
式（III）中、
Ｒaは、水素原子、ハロゲン原子またはハロゲン原子で置換されていてもよいアルコキ
シ基を表し、
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b

Ｒ は、水素原子、ハロゲン原子、ハロゲン原子で置換されていてもよいアルコキシ基
またはニトロ基を表すか、Ｒc、ＲdまたはＲgと一体となって置換基を有していてもよい
環状構造を形成する基を表し、
Ｒcは、水素原子またはカルボキシル基を表すか、Ｒb、Ｒe・ＲfまたはＲgと一体とな
って置換基を有していてもよい環状構造を形成する基を表し、
Ｒdは、水素原子または−Ｘ11−Ｒ11を表すか、ＲbまたはＲgと一体となって置換基を
有していてもよい環状構造を形成する基を表し、
Ｘ11はアルキレン基、−ＮＨ−ＣＯ−、−ＣＨ2−ＮＲ12−ＣＯ−または−Ｓ−を表
し、
Ｒ11は、置換基を有していてもよいアリール基、カルボキシル基、ハロゲン原子で置
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換されていてもよいアルキル基、またはヒドロキシアルキル基を表し、
Ｒ12は、ヒドロキシアルキル基を表し、
Ｒe、ＲfおよびＲgは、
（i）全てが水素原子を表すか、
（ii）ＲeおよびＲfが一緒になって、＝Ｏ、＝ＮＲ21または＝ＣＲ21Ｒ22を表し、Ｒg
は、水素原子、−Ｘ31−Ｒ31、−Ｏ−Ｘ32−Ｒ32、−Ｎ(−Ｘ33−Ｒ33)(−Ｘ34−Ｒ34)、
−ＣＲ35Ｒ36Ｒ37を表し、
Ｒ21はヒドロキシ基を表すか、ＲcまたはＲgと一体となって置換基を有していてもよ
い環状構造を形成する基を表し、
Ｒ22は、ニトロ基、または窒素原子に結合した水素原子がアルキル基で置換されてい
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てもよいアミノカルボニル基を表し、
Ｘ31は、単結合、アルケニレン基、−ＣＨ2−Ｏ−ＣＨ2−ＣＯ−ＮＨ−、−ＣＨ2−
Ｏ−ＣＨ2−ＣＯ−または−ＣＯ−を表し、
Ｒ31は、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいヘテロア
リール基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよい複素
環式アミノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子で置換されていてもよいアルコキシ基、また
はヒドロキシアルキル基を表し、
ただし、Ｘ３１が単結合であり、Ｒ３１が置換基を有していてもよい複素環式アミノ基
である場合は、当該単結合は当該複素環式アミノ基の窒素原子以外の原子と結合しており
、
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Ｘ32は、単結合または−ＣＨ2−ＣＯ−ＮＨ−を表し、
Ｒ32は、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいヘテロア
リール基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基またはハロゲン原子で置換されて
いてもよいアルキル基を表し、
Ｘ33およびＸ34はそれぞれ独立して、単結合、アルキレン基、−ＣＨ2−ＣＯ−ＮＨ−
または−ＳＯ2−を表し、
Ｒ33およびＲ34はそれぞれ独立して、水素原子、置換基を有していてもよいアリール基
、置換基を有していてもよいヘテロアリール基、置換基を有していてもよいシクロアルキ
ル基、ヒドロキシルアルキル基、カルボキシル基、ハロゲン原子で置換されていてもよい
アルキル基またはアルキニル基を表すか、Ｒb、Ｒc、ＲdまたはＲe・Ｒfと一体となって
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置換基を有していてもよい環状構造を形成する基を表すか、Ｒ33およびＲ34はそれらが単
結合であるＸ３３およびＸ３４を介して結合している窒素原子と共に一体となって置換基
を有していてもよい複素環式アミノ基を表し、
Ｒ35、Ｒ36およびＲ37はそれぞれ独立して、水素原子または−Ｘ31−Ｒ31を表すか、、
Ｒb、Ｒc、ＲdまたはＲe・Ｒfと一体となって置換基を有していてもよい環状構造を形成
する基を表し、
Ｒhは、水素原子またはハロゲン原子を表す、
ただし、RbとRcが一体となった環状構造、RbとRdが一体となった環状構造、RbとRgが一
体となった環状構造、RcとRe・Rfが一体となった環状構造、RcとRgが一体となった環状構
造、RdとRgが一体となった環状構造、Re・RfとRgが一体となった環状構造は、多くとも１
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つだけしか、式（III）中に形成されない。
【００１７】
［２］
前記式（III）で表される化合物が、Ｒc、Ｒd、Ｒe、Ｒf、Ｒgのすべてが水素原子であ
る化合物である、［１］に記載の乳酸脱水素酵素の阻害剤。
【００１８】
［３］
前記式 (III) で表される化合物が、下記式（II）で表されるイソサフロールである、
［１］に記載の乳酸脱水素酵素の阻害剤。
【００１９】
【化４】

30

【００２０】

40

［４］
前記式（III）で表される化合物が、RbとRcが一体となった前記環状構造、RbとRdが一
体となった前記環状構造、RbとRgが一体となった前記環状構造、RcとRe・Rfが一体となっ
た前記環状構造、RcとRgが一体となった前記環状構造、RdとRgが一体となった前記環状構
造、およびRe・RfとRgが一体となった前記環状構造のいずれも形成されていない化合物で
ある、［１］に記載の乳酸脱水素酵素の阻害剤。
【００２１】
［５］
式（III）で表される化合物が、RbとRcが一体となった前記環状構造、RbとRdが一体と
なった前記環状構造、RbとRgが一体となった前記環状構造、RcとRe・Rfが一体となった前
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記環状構造、RcとRgが一体となった前記環状構造、RdとRgが一体となった前記環状構造、
およびRe・RfとRgが一体となった前記環状構造のいずれか一つが形成されている化合物で
ある、［１］に記載の乳酸脱水素酵素の阻害剤。
【００２２】
［６］
［１］〜［５］のいずれか一項に記載の乳酸脱水素酵素の阻害剤を有効成分とする抗て
んかん剤。
【発明の効果】
【００２３】
スチリペントールは、「乳酸脱水酵素阻害作用」を持つ唯一の「抗てんかん剤」である

10

(特許文献１,２)。しかし、スチリペントールは、一部の小児難治性てんかん (Dravet
症候群) にしか、臨床的に有効でない。我々は、第二の「乳酸脱水素酵素阻害作用」を持
つ「抗てんかん剤」として、新たにイソサフロールを見出した。これは、スチリペントー
ルが効かない難治性てんかん（成人難治性てんかんである内側側頭葉てんかん）を劇的に
抑制した。さらに、イソサフロールを母核構造に持つ、数多くの乳酸脱水素酵素の阻害剤
も見出した。すなわち、イソサフロールおよびイソサフロールの誘導体は、てんかん治療
薬として産業利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】海馬硬化症モデルマウス (実施例参照)。Ａ：海馬硬化症モデルマウスの作製法

20

。Ｂ：正常な海馬 (左) と海馬硬化症を呈する海馬 (右) の形態。白矢印は記録電極の跡
を示す。Ｃ：海馬硬化症モデルマウスから記録されるてんかん波 (矢尻)。
【図２】海馬硬化症モデルマウスのてんかん波に対するスチリペントールとイソサフロー
ルの作用 (実施例参照）。Ａ：スチリペントールの化学構造 (Ａ1) と、てんかん波に対
するスチリペントールの作用 (Ａ2)。Ｂ：イソサフロールの化学構造 (Ｂ1) と、てんか
ん波に対するイソサフロールの作用 (Ｂ2)。スチリペントールによる抑制作用はほとんど
観察されないが、イソサフロールは顕著なてんかん抑制作用を示す。
【図３】海馬硬化症モデルマウスのてんかん波に対する、オキサミド酸ナトリウム、スチ
リペントール、イソサフロールの抑制作用に関する集計データ (実施例参照）。
【図４】乳酸脱水素酵素 (LDH‑1, LDH‑5) の酵素活性に対する、イソサフロールの阻害作

30

用 (実施例参照)。イソサフロールが存在しなかった場合の酵素活性（コントロール値）
を 100% とした。すなわち、0% は乳酸脱水素酵素が完全に阻害されていることを示す。
【図５】乳酸脱水素酵素 (LDH‑5) の酵素活性に対する、イソサフロールの阻害作用に関
する濃度依存性データ (実施例参照）。イソサフロールの構造式を上段に示す。グラフの
縦軸は阻害率 (% Inhibition) であり、100% は乳酸脱水素酵素が完全に阻害されており
、0% は全く阻害されていないことを示す。阻害率の算出は、実施例を参照。イソサフロ
ールは、乳酸脱水素酵素を500 μM では阻害するが、250 μM では阻害しない。
【図６】イソサフロールより乳酸脱水素酵素の阻害作用が強い、イソサフロールを母核構
造に持つ化合物 (実施例参照)。250 μM以下で阻害率 (% Inhibition) が 100% (±25%)
を示す化合物を示している。
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【図７】図６で示したイソサフロールを母核構造に持つ化合物に関する、乳酸脱水素酵素
を阻害した濃度 (μM) とその阻害率 (% Inhibition) (実施例参照)。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
本発明は、以下の (a)に記載の乳酸脱水素酵素阻害剤、およびそれを有効成分とする (
b) に記載の医薬品を提供する。
【００２６】
(a) イソサフロールまたはイソサフロールを母核構造として有する化合物（本明細書に
おいて「イソサフロール類縁体」と呼ぶこともある。）を含有する乳酸脱水素酵素の阻害
剤。
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【００２７】
(b) (a) に記載の乳酸脱水素酵素の阻害剤を有効成分とする抗てんかん剤。
【００２８】
【化５】

10

【００２９】
イソサフロールは、式 (II) で示すように、芳香環である1,3‑ベンゾジオキソールの5
位に、1‑プロペニル基が付いた化学構造を持つ。なお、イソサフロールを表す式（II）は
、式（III）においてＲa、Ｒb、Ｒc、Ｒd、Ｒe、Ｒf、Ｒg、Ｒhのすべてが水素原子で表
される場合に相当する。
【００３０】
一方、イソサフロールを母核構造として有する化合物（イソサフロール類縁体）として
は、例えばプロペニル基を改変したものや、芳香環である1,3‑ベンゾジオキソールに官能

20

基を付けたものが挙げられる。しかしながら、イソサフロールを母核構造として有する化
合物で、乳酸脱水素酵素阻害作用を持つものであれば特に限定されるものではなく、抗て
んかん剤として用いることができる。
【００３１】
イソサフロールおよびイソサフロール類縁体は、式 (III) で表すことのできる化合物
である。式（III）で表される化合物にはいくつかの立体異性体が存在する場合があるが
、どの立体異性体も包含される。本発明では、乳酸脱水素酵素の阻害剤として、さらに抗
てんかん剤の有効成分として、複数の立体異性体の混合物（ラセミ体）を用いても、いず
れかの立体異性体の精製物を用いてよい。ラセミ体および各立体異性体のいずれを用いる
べきかは、必要に応じて各立体異性体の有効性を試験したり、精製コストを勘案したりし

30

ながら、当業者であれば適切に判断することができる。
【００３２】
【化６】

40

【００３３】
式（III）に含まれる記号の定義は次の通りである。ある記号の定義において用いられ
た用語（例えば、Ｒaにおけるハロゲン原子）の具体例およびその他の説明は、他の記号
の定義において用いられた同一の用語（例えば、Ｒbにおけるハロゲン原子）についても
同様に当てはまる。
【００３４】
Ｒaは、水素原子、ハロゲン原子またはハロゲン原子で置換されていてもよいアルコキ
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シ基（−ＯＲ）を表す。
【００３５】
ハロゲン原子の例としては、フッ素（Ｆ）、塩素（Ｃｌ）、臭素（Ｂｒ）、ヨウ素（Ｉ
）などが挙げられる。
【００３６】
アルコキシ基の例としては、メトキシ基（−ＯＣＨ3）、エトキシ基（−ＯＣ2Ｈ5）な
ど、炭素数が１〜４程度の低級アルコールに由来する基が挙げられる。アルコキシ基は、
一部または全部の水素原子がハロゲン原子で置換されていてもよいし、全く置換されてい
なくてもよい。アルコキシ基中のアルキル基の部分は、直鎖状であっても、分岐鎖状であ
10

ってもよい。
【００３７】
Ｒbは、水素原子、ハロゲン原子、ハロゲン原子で置換されていてもよいアルコキシ基
またはニトロ基（−ＮＯ2）を表すか、Ｒc、ＲdまたはＲgと一体となって置換基を有して
いてもよい環状構造を形成する基を表す。
【００３８】
Ｒcは、水素原子またはカルボキシル基（−ＣＯＯＨ）を表すか、Ｒb、Ｒe・Ｒfまたは
Ｒgと一体となって置換基を有していてもよい環状構造を形成する基を表す。
【００３９】
カルボキシル基は、カルボキシラートアニオン（−ＣＯＯ‑）の状態であってもよい。
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【００４０】
d

Ｒ は、水素原子または−Ｘ

11

11

−Ｒ

b

g

を表すか、Ｒ またはＲ と一体となって置換基を

有していてもよい環状構造を形成する基を表す。
【００４１】
Ｘ11はアルキレン基、−ＮＨ−ＣＯ−、−ＣＨ2−ＮＲ12−ＣＯ−または―Ｓ−を表す
。
【００４２】
アルキレン基の例としては、メチレン基（−ＣＨ2−）、エチレン基（−Ｃ2Ｈ5−）な
ど、炭素数が１〜６程度の低級アルキル基に由来する２価の基が挙げられる。
【００４３】
Ｒ11は、置換基を有していてもよいアリール基、カルボキシル基、ハロゲン原子で置換
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されていてもよいアルキル基、またはヒドロキシアルキル基を表す。
【００４４】
アリール基の例としては、フェニル基（−Ｃ6Ｈ5）、ナフチル基（−Ｃ10Ｈ9）が挙げ
られる。
【００４５】
アリール基が有する置換基の例としては、ハロゲン原子、ハロゲン原子で置換されてい
てもよいアルキル基、ハロゲン原子で置換されていてもよいアルコキシ基、ヒドロキシ基
、チオアルコキシ基（−ＳＲ）、カルボキシル基、置換基を有していてもよいアリール基
、置換基を有していてもよいヘテロアリール基、置換基を有していてもよいシクロアルキ
ル基などが挙げられる。置換基の個数および置換基が導入される部位は任意であり、置換
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基の性質によって適宜選択することができる。
【００４６】
アルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、
オクチル基など、炭素数が１〜６程度の低級アルキル基が挙げられる。アルキル基は、直
鎖状（ｎ−アルキル基）でも、分岐鎖状（ｉ−、ｓｅｃ−、ｔｅｒｔ−アルキル基）でも
よい。アルキル基は、一部または全部の水素原子がハロゲン原子で置換されていてもよい
し、全く置換されていなくてもよい。
【００４７】
ヒドロキシアルキル基の例としては、オキシメチル基（−ＣＨ2ＯＨ）、オキシエチル
基（−Ｃ2Ｈ5ＯＨ）など、炭素数が１〜４程度の低級アルコールに由来する基が挙げられ
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る。ヒドロキシアルキル基中のアルキル基の部分は、直鎖状であっても、分岐鎖状であっ
てもよい。ヒドロキシアルキル基中のヒドロキシ基の個数および部位は任意である。
【００４８】
Ｒ12は、ヒドロキシアルキル基を表す。
【００４９】
ＲeおよびＲfは、それぞれが単独で、互いに独立して、水素原子、ヒドロキシ基または
ハロゲン原子で置換されていてもよいアルキル基を表すか、一緒になって、＝Ｏ、＝ＮＲ
21

、＝ＣＲ21Ｒ22を表す。

【００５０】
Ｒ21はヒドロキシ基を表すか、ＲcまたはＲgと一体となって置換基を有していてもよい

10

環状構造を形成する基を表す。
【００５１】
Ｒ22は、ニトロ基、または窒素原子に結合した２つの水素原子が互いに独立してアルキ
ル基で置換されていてもよいアミノカルボニル基を表す。
【００５２】
Ｒgは、水素原子、−Ｘ31−Ｒ31、−Ｏ−Ｘ32−Ｒ32、−Ｎ(−Ｘ33−Ｒ33)(−Ｘ34−Ｒ
34

)、−ＣＲ35Ｒ36Ｒ37を表す。

【００５３】
Ｘ31は、単結合、アルケニレン基、−ＣＨ2−Ｏ−ＣＨ2−ＣＯ−ＮＨ−、−ＣＨ2−Ｏ
−ＣＨ2−ＣＯ−または−ＣＯ−を表す。
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【００５４】
アルケニレン基の例としては、1−プロペニレン基（−ＣＨ＝ＣＨ−ＣＨ2−）、２−プ
ロペニレン基（−ＣＨ−ＣＨ＝ＣＨ2−）など、炭素数が２〜６程度の低級アルケニル基
に由来する２価の基が挙げられる。炭素−炭素二重結合の数および位置は任意である。
【００５５】
Ｒ31は、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいヘテロアリ
ール基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよい複素環
式アミノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子で置換されていてもよいアルコキシ基、または
ヒドロキシアルキル基を表す。
ただし、Ｘ３１が単結合であり、Ｒ３１が置換基を有していてもよい複素環式アミノ基
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である場合は、当該単結合は当該複素環式アミノ基の窒素原子以外の原子と結合している
（この規定は、−Ｘ３１−Ｒ３１が、後述するような「Ｒ３３およびＲ３４はそれらが単
結合であるＸ３３およびＸ３４を介して結合している窒素原子と共に一体となって置換基
を有していてもよい複素環式アミノ基を表す」場合の−Ｎ(−Ｘ３３−Ｒ３３)(−Ｘ３４
−Ｒ３４)と重複することを避けるためのものである）。
【００５６】
ヘテロアリール基の例としては、ピリジル基（−Ｃ5Ｈ5Ｎ）、ピラジニル基（−Ｃ4Ｈ3
Ｎ2）、トリアジニル基（−Ｃ3Ｈ2Ｎ3）、テトラジニル基（−Ｃ2ＨＮ4）、ピロリル基（
−Ｃ4Ｈ4Ｎ）、チエニル基（−Ｃ4Ｈ3Ｓ）、フラニル基（−Ｃ4Ｈ3Ｏ）、１，３−ベンゾ
ジオキソール基、化合物No.26が有する基、化合物No.34が有する基が挙げられる。ヘテロ

40

アリール基が有する置換基の例、個数および位置については、前述したアリール基が有す
る置換基と同様のことがいえる。
【００５７】
シクロアルキル基の例としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル
基、シクロヘキシル基など、炭素数が１〜６程度のものが挙げられる。シクロアルキル基
が有する置換基の例、個数および位置については、前述したアリール基が有する置換基と
同様のことがいえる。
【００５８】
複素環式アミノ基の例としては、ピロリジニル基（−Ｃ4Ｈ8Ｎ）、ピペリジニル基（−
Ｃ5Ｈ10Ｎ）、ピペラジニル基（−Ｃ4Ｈ9Ｎ2）、化合物No.70が有する基（図６−１０参
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照）が挙げられる。複素環式アミノ基が有していてもよい置換基の例、個数および位置に
ついては、前述したアリール基が有する置換基と同様のことがいえる。例えば、複素環式
アミノ基がピペラジニル基の場合、その置換基の例としては、置換基（ハロゲン原子、ハ
ロゲン化アルキル基等）を有していてもよいフェニル基が挙げられる。
【００５９】
Ｘ32は、単結合または−ＣＨ2−ＣＯ−ＮＨ−を表す。
【００６０】
Ｒ32は、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいヘテロアリ
ール基、置換基を有していてもよいシクロアルキル基またはハロゲン原子で置換されてい
10

てもよいアルキル基を表す。
【００６１】
Ｘ33およびＸ34はそれぞれ独立して、単結合、アルキレン基、−ＣＨ2−ＣＯ−ＮＨ−
または−ＳＯ2−を表す。
【００６２】
Ｒ33およびＲ34はそれぞれ独立して、水素原子、置換基を有していてもよいアリール基
、置換基を有していてもよいヘテロアリール基、置換基を有していてもよいシクロアルキ
ル基、ヒドロキシルアルキル基、カルボキシル基、ハロゲン原子で置換されていてもよい
アルキル基またはアルキニル基を表すか、Ｒb、Ｒc、ＲdまたはＲe・Ｒfと一体となって
置換基を有していてもよい環状構造を形成する基を表すか、Ｒ33およびＲ34はそれらが単
結合であるＸ３３およびＸ３４を介して結合している窒素原子と共に一体となって置換基

20

を有していてもよい複素環式アミノ基を表す。
【００６３】
アルキニル基の例としては、２，３−プロピニル基（−ＣＨ2−Ｃ≡ＣＨ）など、炭素
数が２〜６程度の低級アルキニル基が挙げられる。炭素−炭素三重結合の数および位置は
任意である。
【００６４】
−Ｎ(−Ｘ33−Ｒ33)(−Ｘ34−Ｒ34)で表されるＲgが、Ｒb、Ｒc、ＲdまたはＲe・Ｒfと
一体となって環状構造を形成する基を表す場合、−Ｘ33−Ｒ33または−Ｘ34−Ｒ34の一方
がＲb、Ｒc、ＲdまたはＲe・Ｒfと連結して環状構造を形成し、もう一方（特に水素原子
以外）はその環状構造に含まれるＮに結合した置換基に相当するような形態であってもよ
33

いし（化合物No.57：図６−８および化合物No.91：図６−１３参照）、−Ｘ
34

び−Ｘ

−Ｒ

34

b

c

d

e

30

−Ｒ

33

およ

f

が一緒にＲ 、Ｒ 、Ｒ またはＲ ・Ｒ と一体となって環状構造を形成す

るような形態であってもよい（化合物No.55：図６−７参照、Ｒ33およびＲ34に由来する
二重結合を含む）。
【００６５】
Ｒ35、Ｒ36およびＲ37はそれぞれ独立して、水素原子または−Ｘ31−Ｒ31を表すか、Ｒ
b

、Ｒc、ＲdまたはＲe・Ｒfと一体となって置換基を有していてもよい環状構造を形成す

る基を表す。
【００６６】
−ＣＲ35Ｒ36Ｒ37で表されるＲgが、Ｒb、Ｒc、ＲdまたはＲe・Ｒfと一体となって環状
35

構造を形成する基を表す場合、Ｒ

、Ｒ

36

およびＲ

37

40

b

から選ばれる１つまたは２つがＲ

、Ｒc、ＲdまたはＲe・Ｒfと連結して環状構造を形成し、残る基（特に水素原子以外）は
その環状構造に含まれるＣに結合した置換基に相当するような形態であってもよい（化合
物No.54：図６−７参照、Ｒ35およびＲ36に由来する二重結合と、Ｒ37に由来する置換基
を含む。化合物No.59および60：図６−８参照、Ｒ35およびＲ36それぞれに由来するキヌ
クリジン構造内の２本の結合を含む）。また、同じく−ＣＲ35Ｒ36Ｒ37で表されるＲgが
、Ｒb、Ｒc、ＲdまたはＲe・Ｒfと一体となって、縮合環のような環状構造を形成する基
を表す場合、Ｒ35、Ｒ36およびＲ37から選ばれる１つまたは２つが上述したようにＲb、
Ｒc、ＲdまたはＲe・Ｒfと連結して環状構造の一部（縮合環の一方）を形成し、残る基が
その環状構造の骨格を形成する原子の一つに連結して環状構造のさらなる一部（縮合環の
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他方）を形成する基を表してもよい（化合物No.61‑65：図６−９参照）。
【００６７】
Ｒhは、水素原子またはハロゲン原子を表す。
【００６８】
ただし、RbとRcが一体となった環状構造、RbとRdが一体となった環状構造、RbとRgが一
体となった環状構造、RcとRe・Rf（＝ＮＲ21または＝ＣＲ21Ｒ22のＲ21）が一体となった
環状構造、RcとRg（−Ｎ(−Ｘ33−Ｒ33)(−Ｘ34−Ｒ34)のＲ33またはＲ34、あるいは−Ｃ
Ｒ35Ｒ36Ｒ37のＲ35、Ｒ36またはＲ37）が一体となった環状構造、RdとRgが一体となった
環状構造、Re・RfとRgが一体となった環状構造は、多くとも１つだけしか、式（III）中
に形成されない。つまり、例えば、RbとRcが一体となった環状構造と、RbとRdが一体とな

10

った環状構造が同時に形成されることはなく、前者が形成される場合は、Rdは水素原子ま
たは−Ｘ11−Ｒ11を表す（Rbと一体となって環状構造を形成する基は表さない）ことにな
る。
【００６９】
また、Rgが水素原子のときは、ReおよびRfも水素原子に限る。つまり、Rgが水素原子で
あるという規定は、式（III）で表される化合物に、Re、RfおよびRgすべてが水素原子で
あるイソサフロールおよびその誘導体を包含するためのものであり、式（III）で表され
る化合物には、Reがヒドロキシ基、Rfがアルキル基（ｔ−ブチル基）、Rgが水素原子とい
う組み合わせによるスチリペントールは包含されない。
【００７０】
式（III）で表される化合物の具体例としては、図６−１〜６−１３の掲載した化合物
（No. 1〜94）が挙げられる。このうち、所定の環状構造（環ｂｃ、環ｂｄ、環ｂｇ、環
ｃｅｆ、環ｃｇ、環ｄｇまたは環ｅｆｇ）を有する化合物はNo. 44〜94であり（下記の対
応表参照）、環状構造を有さない化合物はNo. 1〜43である。化合物No. 1〜94およびその
他の式（III）で表される化合物はいずれも、当業者であれば、入手したり、公知の手法
にしたがって合成したりすることができる。
【００７１】

20

(15)

JP 6681072 B2 2020.4.15

【表１】

10

20

30

【００７２】
本発明における好ましい実施形態の一つとして、イソサフロール本来の構造に近い、Ｒ
e

、Ｒf、Ｒgのすべてが水素原子である、さらにはＲcおよびＲdも水素原子である、イソ

サフロールまたはその類縁体が挙げられる。つまり、式（III）中のプロペニル基の３位
の炭素原子、さらには１位および２位の炭素原子は修飾されておらず、1,3‑ベンゾジオキ
ソールの部分のみ修飾されていてもよい（Ｒa、Ｒb、Ｒhが水素原子以外であってもよい
）化合物が好ましい。

40

【００７３】
本発明における好ましい実施形態の一つとして、ＲeおよびＲfが一緒になって、＝Ｏ、
＝ＮＲ21または＝ＣＲ21Ｒ22を表し、Ｒgが、−Ｘ31−Ｒ31、−Ｏ−Ｘ32−Ｒ32、−Ｎ(−
Ｘ33−Ｒ33)(−Ｘ34−Ｒ34)または−ＣＲ35Ｒ36Ｒ37を表している実施形態が好ましく、
なかでも多くの化合物が属する、ＲeおよびＲfが一緒になって＝Ｏを表している実施形態
が特に好ましい。
【００７４】
本発明における好ましい実施形態の一つとして、式（III）において、RbとRcが一体と
なった環状構造、RbとRdが一体となった環状構造、RbとRgが一体となった環状構造、Rcと
Re・Rfが一体となった環状構造、RcとRgが一体となった環状構造、RdとRgが一体となった
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環状構造、Re・RfとRgが一体となった環状構造、いずれも形成されていないイソサフロー
ル類縁体が挙げられる。このようなイソサフロール類縁体の具体例は、イソサフロールお
よび化合物No.1〜44である。
【００７５】
本発明における好ましい実施形態の一つとして、式（III）において、RbとRcが一体と
なった環状構造、RbとRdが一体となった環状構造、RbとRgが一体となった環状構造、Rcと
Re・Rfが一体となった環状構造、RcとRgが一体となった環状構造、RdとRgが一体となった
環状構造、Re・RfとRgが一体となった環状構造、いずれかが形成されているイソサフロー
ル類縁体が挙げられる。
【００７６】

10

ＲbとＲcが環状構造を形成する場合、式（III）は下記式（III‑bc）のように記載する
こともできる。式（III‑bc）中、本来Ｒbが結合していた1,3‑ベンゾジオキソール上の炭
素原子と本来Ｒcが結合していたプロペニル基上の炭素原子のそれぞれに点線で結ばれて
いる基Ｒbcは、ＲbおよびＲcが一体となって置換基を有していてもよい環状構造（環ｂｃ
）を形成している基を表し、その他の記号の定義は式（III）と同様である。
【００７７】
【化７】

20

【００７８】
b

30

d

Ｒ とＲ が環状構造を形成する場合、式（III）は下記式（III‑bd）のように記載する
こともできる。式（III‑bd）中、本来Ｒbが結合していた1,3‑ベンゾジオキソール上の炭
素原子と本来Ｒdが結合していたプロペニル基上の炭素原子のそれぞれに点線で結ばれて
いる基Ｒbdは、ＲbおよびＲdが一体となって置換基を有していてもよい環状構造（環ｂｄ
）を形成している基を表し、その他の記号の定義は式（III）と同様である。
【００７９】
【化８】

40

【００８０】
ＲbとＲgが環状構造を形成する場合、式（III）は下記式（III‑bg）のように記載する
こともできる。式（III‑bg）中、本来Ｒbが結合していた1,3‑ベンゾジオキソール上の炭
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素原子と本来Ｒgが結合していたプロペニル基上の炭素原子のそれぞれに点線で結ばれて
いる基Ｒbgは、ＲbおよびＲgが一体となって置換基を有していてもよい環状構造（環ｂｇ
）を形成している基を表し、その他の記号の定義は式（III）と同様である。
【００８１】
【化９】

10

【００８２】
ＲcとＲe・Ｒfが環状構造を形成する場合、式（III）は下記式（III‑cef）のように記
載することもできる。式（III‑cef）中、本来ＲcおよびＲgが結合していたプロペニル基
上の炭素原子のそれぞれに点線で結ばれている基Ｒcefは、ＲcおよびＲe・Ｒfが一体とな
って置換基を有していてもよい環状構造（環ｃｅｆ）を形成している基を表し、その他の

20

記号の定義は式（III）と同様である。
【００８３】
【化１０】

30

【００８４】
ＲcとＲgが環状構造を形成する場合、式（III）は下記式（III‑cg）のように記載する
こともできる。式（III‑cg）中、本来ＲcおよびＲgが結合していたプロペニル基上の炭素
原子のそれぞれに点線で結ばれている基Ｒcgは、ＲcおよびＲgが一体となって置換基を有
していてもよい環状構造（環ｃｇ）を形成している基を表し、その他の記号の定義は式（
III）と同様である。
【００８５】
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【化１１】

10

【００８６】
ＲdとＲgが環状構造を形成する場合、式（III）は下記式（III‑dg）のように記載する
こともできる。式（III‑dg）中、本来ＲdおよびＲgが結合していたプロペニル基上の炭素
原子のそれぞれに点線で結ばれている基Ｒdgは、ＲdおよびＲgが一体となって置換基を有
していてもよい環状構造（環ｄｇ）を形成している基を表し、その他の記号の定義は式（
III）と同様である。
【００８７】

20

【化１２】

30
【００８８】
Ｒe・ＲfとＲgが環状構造を形成する場合、式（III）は下記式（III‑efg）のように記
載することもできる。式（III‑efg）中、本来Ｒe・ＲfおよびＲgが結合していたプロペニ
ル基上の同一の炭素原子に点線で結ばれている基Ｒefgは、Ｒe・ＲfおよびＲgが一体とな
って置換基を有していてもよい環状構造（環ｅｆｇ）を形成している基を表し、その他の
記号の定義は式（III）と同様である。
【００８９】
【化１３】
40

【００９０】
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Ｒbc、Ｒbd、Ｒbg、Ｒcef、Ｒcg、Ｒdg、Ｒefgはそれぞれ、環ｂｃ、環ｂｄ、環ｂｇ、
環ｃｅｆ、環ｃｇ、環ｄｇ、環ｅｆｇの骨格の一部を形成する原子として、炭素原子、窒
素原子、酸素原子または硫黄原子を少なくとも１個含む。各環（環状構造）は、好ましく
は、五員環、六員環、七員環、あるいはそれらの縮合環（化合物No. 59, 60：図６−８（
キヌクリジン構造）、化合物61‑65, 66‑68：図６−９、化合物86, 87：図６−１２参照）
またはスピロ環（化合物No. 94：図６−１３参照）である。環状構造の骨格をなす原子同
士は、単結合、二重結合または三重結合のいずれで結合していてもよく、環状構造は芳香
族性であっても非芳香族性であってもよい。
【００９１】
環状構造の骨格をなす各原子には、水素原子またはハロゲン原子が結合していてもよい

10

し、置換基が結合していてもよい。環状構造が有する置換基としては、例えば前述したア
リール基の置換基として例示した置換基、二重結合で結合した酸素原子または窒素原子（
化合物No.48‑52：図６−６および６−７参照）、その他の比較的大きな置換基（例えば、
化合物No.45‑47, 58のR1として表されている基：図６−６、化合物No.48‑52のR4として表
されている基：図６−６〜６−７、化合物No.55に表されている基：図６−７、化合物No.
58に表されている基：図６−８、化合物No. 61, 64のＲ3として表されている基：図６−
９参照）が結合していてもよい。そのような置換基に相当する部分（枝分かれ部分）もＲ
bc

、Ｒbd、Ｒbg、Ｒcef、Ｒcg、Ｒdg、Ｒefgそれぞれが表す基の一部に含まれる。

【００９２】
本発明の医薬品の対象となるてんかんの種類は、てんかんであれば特に限定されるもの

20

ではない。実施例では、その一例として、成人の難治性てんかんである「海馬硬化症に伴
う内側側頭葉てんかん」に対して、優れた抗てんかん作用を有することを示している。
【００９３】
医薬品は通常、医薬組成物として調整される。本発明の医薬品は、有効成分に加え、必
要に応じてその他の薬剤もしくは機能性化合物を含有してもよい。たとえば、有効成分の
体内動態を改善する他の化合物を含んだ医薬品等が考えられる。また、医薬品を調整する
ために必要な賦形剤、希釈剤、添加剤等を含有してもよい。
【００９４】
医薬品の剤形、投与方法は特に限定されるものでなく、医薬品の用途に応じて適切なも
のとすればよい。投与方法としては、経口剤や注射剤等が例として挙げられる。経口剤で

30

あれば、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤、ドライシロップ等から選択することが可能で
ある。また、注射剤であれば、任意の希釈剤 (生理食塩水やブドウ糖液等) で溶解した製
剤が考えられる。
【００９５】
本発明の医薬品は、目的、投与対象 (患者) の年齢、性別、体重、疾患の重篤度、投与
経路等を考慮しながら、適切な有効成分量および回数で投与すればよい。医師や薬剤師等
の当業者であれば、各患者の状態を踏まえ、投与量を決定することができる。
【実施例】
【００９６】
方法

40

海馬硬化症モデルマウスの作製と測定 (図１〜図３)：海馬硬化症モデルマウスの作製
は、過去の文献に従って行った (非特許文献１５)。6‑7週令のICRマウスを実験に用いた
。マウスをケタミン (100 mg/kg) とキシラジン (20 mg/kg) 混合液によって十分に麻酔
をかけた後、脳定位固定装置にセットした。頭部の海馬上方から微小ガラス電極とハミル
トンシリンジを用いて、てんかん誘発のために微量のカイニン酸 (0.8 nmol, 40 nL) を
背側海馬（ブレグマの後方に 1.6 mm, 中心線から側方に 1.6 mm, 脳表面から深さ 1.4 m
m）に注入し、次にてんかん脳波記録のための金属電極（200 μm径）をカイニン酸注入部
位付近に埋め込んだ。さらに、in vivo 電気測定に必要な頭部固定のために、小型のプラ
スチック製U字枠も頭部に取り付けた。手術から２週間以上経過後、海馬におけるてんか
ん波を測定した。頭部は、U字枠を介して固定し、てんかん波は増幅され、バンドパスフ
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ィルター (0.5‑30 Hz) を介して測定し、ADコンバータを用いてコンピュータに取り込ん
だ。ベースライン脳波を30分間測定後、スチリペントール (300 mg/kg)、イソサフロール
(100‑300 mg/kg)、オキサミド酸ナトリウム (250‑500 mg/kg)、もしくは生理食塩水を腹
腔内投与し、１時間記録した。オキサミド酸ナトリウムは水に溶かし、スチリペントール
とイソサフロールはカルボキシルメチルセルロースナトリウム (1%) に溶かして腹腔内投
与した。データ解析において、0.5 mV 以上の振幅を持つ高振幅のてんかん波を投与前30
分間と投与後30分間でそれぞれカウントし、投与前のてんかん波の数で規格化することに
より薬効を評価した。海馬硬化症による形態変化の観察では、脳を 300 μmでスライスし
た後、10% ホルマリンで固定し、0.05% のクレシルバイオレットで染色した。
【００９７】

10

イソサフロールによる乳酸脱水素酵素の阻害評価 (図４)：乳酸脱水素酵素の活性は、N
ADHの光吸収に基づく汎用的手法により測定した。乳酸脱水素酵素は、ピルビン酸と乳酸
を相互変換する酵素である。その際、NADHとNADも相互変換する。乳酸からピルビン酸へ
の乳酸脱水素酵素活性では、乳酸 (20 mM) とNAD (200 μM) と乳酸脱水素酵素を加え、
生成される NADH の反応速度を測定した。一方、ピルビン酸から乳酸への乳酸脱水素酵素
活性では、ピルビン酸 (1.0 mM) とNADH (200 μM) と乳酸脱水素酵素を加え、減少する
NADH の反応速度を測定した。両反応ともに、100 mM のリン酸ナトリウム緩衝液 (pH 7.3
) で 37℃ の条件下で行い、NADH が持つ 340 nm の光吸収に関して吸光光度計を用いて
30秒間隔で3.5分間測定することにより、反応速度を求めた。乳酸脱水素酵素として、２
種類のヒト乳酸脱水素酵素（human LDH‑1, LDH‑5）で検討した。乳酸脱水素酵素量は、２

20

つの乳酸脱水素酵素の最大速度がほぼ同じになるように設定し、乳酸→ピルビン酸の活性
に関しては LDH‑1 が 0.0033 units/ml でLDH‑5 が 0.01 units/ml、ピルビン酸→乳酸の
活性に関しては LDH‑1 が 0.0017 units/ml で LDH‑5 が 0.0033 units/ml とした。 こ
れらの酵素反応系に対し、イソサフロール (500 μM) を加えることにより、乳酸脱水素
酵素の阻害作用を検討した。
【００９８】
イソサフロールを母核構造に持つ乳酸脱水素酵素阻害剤の同定 (図５〜図７)：NADH の
吸光は紫外領域 (340 nm) であり、その波長を吸収する化合物は多いため、化合物ライブ
ラリを用いたスクリーニングには適していない。そこで、ピルビン酸から乳酸への乳酸脱
水素酵素活性を評価するために、まずはピルビン酸 (100 μM)、NADH (100 μM) と乳酸
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脱水素酵素 (human LDH‑5, 0.015 U/mL) を加え、100 mM のリン酸ナトリウム緩衝液 (pH
7.3) 中で 37℃ 条件下で60分間反応させた (LDH酵素反応, 200 μL/well)。この段階で
まず、バックグラウンドの 492 nm の吸光度をプレートリーダーで測定した (発色反応前
の吸光度）。次に、LDH酵素反応で残った NADH 量を測定するために、diaphorase (25 U/
mL) と INT (5 mM) を溶かした発色溶液を 100 μL/well 加え、100 mM のリン酸ナトリ
ウム緩衝液 (pH 7.3) 中で 37℃ 条件下で10分間反応させた (発色反応)。INT は NADH
存在下、diaphorase により INT formazan に変化して発色するため、INT formazan が持
つ 492 nm の吸光度をプレートリーダーで測定した (発色反応後の吸光度)。各化合物自
身が有する吸光の影響を排除するため、発色反応後の吸光度から発色反応前の吸光度を減
じた値を「吸光度変化値 (ΔA)」として計算し、ΔAから阻害率を計算した。
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【００９９】
阻害率 (% Inhibition) の計算は、以下の通りである。乳酸脱水素酵素が存在する条件
下で上記反応を行ったときのΔAを「0%コントロール値」、乳酸脱水素酵素が無い条件で
上記反応を行ったときのΔAを「100%コントロール値」とした。0%コントロール条件下で
は、LDH酵素反応により残ったNADHが少ないため低いΔAを示すが、100%コントロール条件
下ではLDH酵素反応が起こらないため高いΔAを示す。そして、イソサフロールを母核構造
に持つ化合物が存在する状況下で 0%コントロールと同じ反応を行い、そのΔAを「化合物
存在下でのΔA」とした。もし、調べた化合物に乳酸脱水素酵素の阻害作用が無ければ、0
%コントロール値に近い低いΔA を示し、その阻害作用があれば100%コントロール値に近
い高いΔA を示す。具体的には、阻害率 (%) ＝ 100 × (化合物存在下でのΔA − 0%コ
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ントロール値) / (100％コントロール値 − 0%コントロール値) とし、その阻害率が100%
(±25%) を示した化合物を乳酸脱水素酵素の阻害剤として、図６と図７に記載した。
【０１００】
イソサフロールおよびイソサフロールを母核構造に持つ化合物 (No.1‑94, 図６参照)
は、以下から入手した。イソサフロールと化合物 No.1 は東京化成から、化合物 No.2‑5
及び No.7‑9 は Sigma から、化合物 No.6 は Bionet より入手した。また化合物 No.10‑
94 は、文部科学省創薬等支援技術基盤プラットフォームの化合物ライブラリを用いた。
イソサフロールに関しては、図５に示すように 500 μM から 10 μM の各濃度にて阻害
率を算出した。化合物 No.1‑9 に関しては、100, 50, 25, 10 μM で阻害率を算出し、阻
害率が100±25% を示す最低濃度とその阻害率を図７に示した。また化合物 No.10‑94 に
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関しては、250 μM もしくは 50 μM で阻害率を算出し、用いた濃度とその阻害率を図７
に示した。
【０１０１】
結果
海馬硬化症を伴う内側側頭葉てんかんは、成人の代表的な難治性てんかん (既存の薬が
効かないてんかん) である。まず、過去の文献 (非特許文献１５) に従い、微量のカイニ
ン酸を海馬に投与し、海馬硬化症モデルマウスを作製した (図１Ａ)。カイニン酸投与か
ら２週間以上経つと、海馬では形態的変化が観察され、ピラミダル神経細胞層は細くなり
(図１Ｂ； ＣＡ１)、歯状回領域は肥大化した (図１Ｂ； ＤＧ)。これは、既に報告され
ている海馬硬化症モデルマウスと同じ所見であり (非特許文献１５）、ヒト海馬硬化症で

20

見られる症状に類似している (非特許文献１６）。また、その海馬から記録を行うと、自
発的に生じる高振幅のてんかん波が観察された (図１Ｃ； 矢尻)。すなわち、この海馬硬
化症モデルマウスは、従来研究での報告通り慢性てんかんモデルである。
【０１０２】
そこで次に、この海馬硬化症モデルマウスに対して、スチリペントールもしくはイソサ
フロールを腹腔内投与し、抗てんかん作用を調べた。小児抗てんかん薬であるスチリペン
トール (図２Ａ1) から、３位のヒドロキシ基と３級ブチル基を除いたのがイソサフロー
ルである (図２Ｂ1)。スチリペントール (300 mg/kg) を腹腔内投与しても、てんかん波
はほとんど抑えられなかった (図２Ａ2)。これは、スチリペントールが小児てんかん (Dr
avet 症候群) に対する抗てんかん薬としてのみ使用されているのと一致する。
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【０１０３】
一方で、イソサフロール (300 mg/kg) を腹腔内投与すると、てんかん波が顕著に抑え
られることが分かった（図２Ｂ2）。これらの抗てんかん作用に関する集計データを、図
３に示す。まず、乳酸脱水素酵素阻害剤として良く知られたオキサミド酸ナトリウムを腹
腔内投与したところ、500 mg/kg において弱い抗てんかん作用を示した (図３； saline,
n = 7; 250 mg/kg, n = 7; 500 mg/kg, n = 7)。従来研究により、スチリペントールを
ラットに 300 mg/kg で腹腔投与すると、薬物誘導性 (ペンチレンテトラゾール誘導性）
の急性てんかん発作を抑制し、その時の血漿濃度は 20‑100 μg/ml (85‑427 μM) である
と報告されている (非特許文献１７）。しかしながら、スチリペントールを300 mg/kg で
腹腔投与しても、この海馬硬化症モデルマウスに対して抗てんかん作用をわずかしか示さ
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なかった (図３； n = 8)。一方で、イソサフロールを腹腔内投与すると、200‑300 mg/kg
で顕著な抗てんかん作用が観察された (図３； 100 mg/kg, n = 8; 200 mg/kg, n = 8;
300 mg/kg, n = 8)。これらの結果は、イソサフロールが難治性てんかんモデルマウスに
も効く抗てんかん剤であることを示している。
【０１０４】
次に、イソサフロールにも乳酸脱水素酵素の阻害作用があるかどうか、酵素活性測定に
より調べた。イソサフロールが存在しない時の乳酸脱水素の酵素活性を１００％とし、イ
ソサフロール (500 μM) 存在下における酵素活性を評価した。乳酸脱水素酵素は、２つ
のサブユニット (LDHA と LDHB) で構成されており、LDHAのみで構成されるのが LDH‑5
であり、LDHB のみで構成されるのが LDH‑1 である。まず、乳酸からピルビン酸への乳酸
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脱水素酵素活性に対するイソサフロールの作用を検討したところ、human LDH‑1, LDH‑5
ともにイソサフロールが阻害作用を示すことが分かった (図４, Lactate→Pyruvate； LD
H‑1, n = 4; LDH‑5, n = 4）。さらに、ピルビン酸から乳酸への乳酸脱水素酵素活性に関
し、イソサフロールの作用を検討した。すると、human LDH‑1, LDH‑5 ともに、ピルビン
酸→乳酸方向の酵素活性も阻害され、しかもその阻害効果が強いことも見出した (図４,
Pyruvate→Lactate； LDH‑1, n = 5; LDH‑5, n = 6）。これらの結果は、イソサフロール
が乳酸脱水素酵素の阻害剤であることを示している。
【０１０５】
最後に、イソサフロールを母核構造にもつ化合物の中から、乳酸脱水素酵素の阻害作用
を持つものを探索した。まず、イソサフロールの各濃度において、乳酸脱水素酵素 (LDH‑
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5) の阻害率を調べたところ、500 μM では乳酸脱水素酵素を阻害するが、250 μM では
阻害しないことが分かった (図５)。そこで、イソサフロールを母核構造に持ち、イソサ
フロールよりも強い乳酸脱水素酵素の阻害剤を探索した。その結果、250 μM 以下で乳酸
脱水素酵素をほぼ完全に阻害する「イソサフロールを母核構造に持つ化合物」として、以
下94化合物を同定した (図６, 図７)。
【０１０６】
94化合物の詳細は以下の通りである (図６)。まず化合物 No.1‑44 は、イソサフロール
の1‑プロペニル基の3位の炭素に、各種置換基が結合した化合物である (図６−１〜６−
６)。具体的には以下の化合物が含まれる。プロペニル基の3位でカルボニル基を形成し（
式IIIのＲeおよびＲfが＝Ｏであり）、3位に芳香環を含む置換基も結合している（式III
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g

のＲ が置換または無置換のアリール基またはヘテロアリール基を含む）化合物 (No.1‑9,
11‑13)。プロペニル基の3位でオキシム基を形成し（式IIIのＲeおよびＲfが＝ＮＲ21で
あり）、芳香環も結合している化合物 (No.14)。プロペニル基の3位でエステル結合を形
成している（式IIIのＲgが−Ｏ−Ｘ32−Ｒ32である）化合物 (No.15‑17)。プロペニル基
の3位でアミド結合を形成している（式IIIのＲgが−Ｎ(−Ｘ33−Ｒ33)(−Ｘ34−Ｒ34)で
ある）化合物 (No.18‑39)。プロペニル基の3位でカルボニル基を形成するだけでなく、1
位や2位に各種置換基が結合した（式IIIのＲcおよびＲdが水素原子以外である）化合物 (
No.40‑43)。プロペニル基の3位の炭素を介し、ウラシル構造と結合する（ＲeおよびＲfが
一緒になって＝ＣＲ21Ｒ22を表し、かつＲe・ＲfとＲgが一体となって環状構造を形成し
ている）化合物 (No.44)。また、化合物No.10は、スチリペントールのヒドロキシ基をカ
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ルボニル基と置換し、3級ブチル基の炭素の1つをヒドロキシ基に置換した化合物である。
加えて、化合物 No.1‑44 の幾つかは、イソサフロールの1,3‑ベンゾジオキソールのベン
ゼン環の5位以外にも、各種置換基が結合している（式IIIのＲa、ＲbまたはＲhが水素原
子以外である）。
【０１０７】
次に化合物 No.45‑68 は、イソサフロールの1‑プロペニル基の2位と3位のC‑C結合が、
環構造の一部を形成する（式IIIのＲdとＲgが一体となって環状構造を形成している）化
合物である (図６−６〜６−９)。具体的には以下の化合物が含まれる。プロペニル基の2
位と3位の C‑C 結合を介し、5員環と結合する化合物 (No.45‑58)。5員環の構成元素は炭
素だけでなく、窒素・酸素・硫黄からなる複素環も含まれる。なお、化合物 No.45‑58全
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てに関し、プロペニル基の3位でカルボニル基を形成している。また、プロペニル基の2位
と3位の C‑C 結合を介し、キヌクリジン構造と結合する化合物 (No.59,60)。プロペニル
基の2位と3位の C‑C 結合を介し、五員環と六員環からなる縮合環と結合する化合物 (No.
61‑68)。なお、化合物 No.61‑68全てに関し、プロペニル基の3位でカルボニル基を形成し
ている。加えて、化合物 No.45‑68 の幾つかは、イソサフロールの1,3‑ベンゾジオキソー
ルのベンゼン環の５位以外にも、各種置換基が結合している。
【０１０８】
さらに、化合物 No.69‑94 は、イソサフロールの1‑プロペニル基の1位から3位のC=C‑C
結合が、環構造の一部を形成する（式IIIのＲcとＲe・ＲfもしくはＲcとＲgが一体となっ
て環状構造を形成している）化合物 (図６−１０〜６−１２; No.69‑87)、またはイソサ
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フロールの1‑プロペニル基の全てもしくは一部により、三環式化合物を形成する（式III
のＲbとＲc、ＲbとＲdもしくはＲbとＲgが一体となって環状構造を形成している）化合物
である (図６−１２〜６−１３; No.88‑94)。具体的には以下の化合物が含まれる。プロ
ペニル基の1位から3位の C=C‑C 結合が、イソオキサゾール構造の一部を形成する化合物
(No.69‑81) や、チオフェン構造の一部となっている化合物 (No.82)。プロペニル基の1位
から3位の C=C‑C 結合が、二環式化合物の一部を形成する化合物 (No.83‑87)。さらに、
プロペニル基の3位に窒素が結合し、それが1,3‑ベンゾジオキソールの6位と結合した三環
式化合物 (No.88‑91)。プロペニル基の2位に硫黄が結合し、それが1,3‑ベンゾジオキソー
ルの6位と結合した三環式化合物 (No.92)。プロペニル基の1位に窒素が結合し、炭素鎖を
介して1,3‑ベンゾジオキソールの6位と結合した三環式化合物 (No.93,94)。以上94化合物
において、乳酸脱水素酵素の阻害活性が観察された (図７)。
【０１０９】
上記のことより、イソサフロールが「乳酸脱水素酵素阻害作用」を持ち、スチリペント
ールが効かない難治性てんかんに効く「抗てんかん剤」であることが明らかとなった。ま
た、イソサフロールを母核構造に持つ化合物の数多くが、乳酸脱水素酵素の阻害作用を有
することも明らかとなった。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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