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(57)【要約】
【課題】骨髄性白血病に対する有効な治療剤を提供する
。
【解決手段】５−アミノ−７−（シクロヘキシルアミノ
）−１−エチル−６−フルオロ−４−オキソ−１，４−
ジヒドロキノリン−３−カルボン酸を含む特定の構造を
有するキノリン化合物を有効成分とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記式に示すキノリン化合物(X)を有効成分とする骨髄性白血病の治療剤。
【化１】
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［式中の記号は、以下の意味を示す。
X：C‑R7、又はN。
Y：C‑R6、又はN。
R2：それぞれ置換されていてもよい低級アルキル、シクロアルキル、アリール若しくはへ
テロ環。
R3：ハロゲン、低級アルキル、又は‑O‑低級アルキル。
R4：それぞれ置換されていてもよいシクロアルキル若しくは非芳香族へテロ環、又はシク
ロアルキルで置換されている低級アルキル。ただし、R4が置換されていてもよい非芳香族
へテロ環を示す場合、環を構成する炭素原子が隣接するNHと結合するものとする。
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R ：‑H、ハロゲン、シアノ、ニトロ、低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、シクロアル
キル、アリール、ヘテロ環、‑O‑低級アルキル、‑OH、‑NHCO‑低級アルキル、‑N(低級アル
キル)CO‑低級アルキル、低級アルキルで置換されていてもよいアミノ、又は置換されてい
てもよい環状アミノ。
R6：‑H、ハロゲン、低級アルキル又はハロゲノ低級アルキル。
R7：‑H、ハロゲン、低級アルキル又はハロゲノ低級アルキル。
ただし、YがC‑R6を示す場合、R2とR6は一体となって、低級アルキレン、又は低級アルケ
ニレンを形成してもよい。］
【請求項２】
上記キノリン化合物(X)は、X及びYがC‑Hであり、R2が低級アルキルであり、R3がハロゲ
4
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ンであり、R が置換されていてもよいシクロアルキルR が低級アルキルで置換されていて
もよいアミノであることを特徴とする請求項１記載の治療剤。
【請求項３】
上記キノリン化合物(X)は、下記式で示される５−アミノ−７−（シクロヘキシルアミ
ノ）−１−エチル−６−フルオロ−４−オキソ−１，４−ジヒドロキノリン−３−カルボ
ン酸であることを特徴とする請求項１記載の治療剤。
【化２】

40

【請求項４】
上記骨髄性白血病は、急性骨髄性白血病であることを特徴とする請求項１記載の治療剤
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、特定の化合物を有効成分とする骨髄性白血病の治療剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
骨髄性白血病において、自己複製能と腫瘍再構築能を持つ集団である白血病幹細胞の存
在が示され（非特許文献３）、治療抵抗性や悪性進展の原因となることが示されている。
白血病根治のためには、白血病幹細胞を標的とした新規治療の開発が必要である。
【０００３】
慢性骨髄性白血病の治療には、現在、分子標的治療薬としてABL選択的チロシンキナー
ゼ阻害剤（ST1571、イマニチブなど）が知られている。イマチニブは、慢性骨髄性白血病
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の原因となるBCR‑ABL1タンパク質を標的として作用し、白血病細胞を減少させる。イマチ
ニブは、慢性骨髄性白血病の白血病細胞増殖のシグナル伝達に重要なBCR‑ABL1タンパク質
のATP結合部位にはまり込み、本来ATPが結合して起こるシグナル伝達を抑制することで白
血病細胞の増殖を抑制し、抗腫瘍効果を示す。
【０００４】
しかし、イマチニブ臨床試験では、慢性骨髄性白血病における進行期の多くの患者が良
好に応答するものの、白血病幹細胞が残存し、その後再発することが報告されている。急
性骨髄性白血病においても、白血病幹細胞は、既存の治療に抵抗性を示すことが知られて
いる。このような状況下、骨髄性白血病幹細胞に対する新たな治療薬が望まれていた。
【０００５】
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ところで、FOXOは、DNA結合ドメインForkhead box（FOX）を持つForkheadファミリーの
サブグループ"O"に属する転写因子で、これまでに、多くの遺伝子の発現誘導を介して、
ストレス応答、代謝制御、細胞周期、アポトーシス、DNA修復などに関与し、正常造血幹
細胞プール維持に重要な分子であることが分かっている。さらに、慢性骨髄性白血病幹細
胞のイマチニブ耐性（非特許文献１）や急性骨髄性白血病幹細胞の未分化性維持に必須で
ある（非特許文献２）ことが知られている。
【０００６】
以上の知見により、骨髄性白血病幹細胞の治療剤をスクリーニングする方法として、例
えば特許文献１に開示された方法が挙げられる。特許文献１に開示されたスクリーニング
方法では、フォークヘッド型転写因子（例えば、Foxo3a等）の活性化が慢性骨髄性白血病

30

の白血病幹細胞の生存に必要であるという知見に基づき、フォークヘッド型転写因子のリ
ン酸化を促進する試験化合物又はフォークヘッド型転写因子の発現を阻害する試験化合物
を慢性骨髄性白血病の治療剤又は予防剤としてスクリーニングするものである。
【０００７】
また、非特許文献２には、フォークヘッド型転写因子が急性骨髄性白血病幹細胞の未分
化性維持に必須であることが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第５５５５８９７号
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【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Nature, 463, p. 676‑680, 2010
【非特許文献２】Cell 146, p. 697‑708, 2011
【非特許文献３】Nature Medicine, 3, p730 ‑ 737, 1997
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
しかしながら、特許文献１に示されているように、フォークヘッド型転写因子を不活性
化する薬剤については、骨髄性白血病に対する治療薬効果が期待できるものの、種々の薬
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剤について効果の程度等が全く不明であり、骨髄性白血病に対する有効な治療剤を見いだ
せないのが現状であった。そこで、本発明は、このような実情に鑑みて、骨髄性白血病に
対する有効な治療剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上述した目的を達成するため、本発明者らが鋭意検討した結果、フォークヘッド型転写
因子阻害剤のうち特定の構造を有する化合物が、骨髄性白血病に対する極めて優れた治療
効果を奏することを見いだし本発明を完成するに至った。
【００１２】
本発明は以下を包含する。
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（１）下記式に示すキノリン化合物(X)を有効成分とする骨髄性白血病の治療剤。
【化１】

［式中の記号は、以下の意味を示す。

20

X：C‑R7、又はN。
Y：C‑R6、又はN。
R2：それぞれ置換されていてもよい低級アルキル、シクロアルキル、アリール若しくはへ
テロ環。
R3：ハロゲン、低級アルキル、又は‑O‑低級アルキル。
R4：それぞれ置換されていてもよいシクロアルキル若しくは非芳香族へテロ環、又はシク
ロアルキルで置換されている低級アルキル。ただし、R4が置換されていてもよい非芳香族
へテロ環を示す場合、環を構成する炭素原子が隣接するNHと結合するものとする。
R5：‑H、ハロゲン、シアノ、ニトロ、低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、シクロアル
キル、アリール、ヘテロ環、‑O‑低級アルキル、‑OH、‑NHCO‑低級アルキル、‑N(低級アル
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キル)CO‑低級アルキル、低級アルキルで置換されていてもよいアミノ、又は置換されてい
てもよい環状アミノ。
R6：‑H、ハロゲン、低級アルキル又はハロゲノ低級アルキル。
R7：‑H、ハロゲン、低級アルキル又はハロゲノ低級アルキル。
ただし、YがC‑R6を示す場合、R2とR6は一体となって、低級アルキレン、又は低級アルケ
ニレンを形成してもよい。］
【００１３】
（２）上記キノリン化合物(X)は、X及びYがC‑Hであり、R2が低級アルキルであり、R3がハ
ロゲンであり、R4が置換されていてもよいシクロアルキルR5が低級アルキルで置換されて
いてもよいアミノであることを特徴とする（１）記載の治療剤。
【００１４】
（３）上記キノリン化合物(X)は、下記式で示される５−アミノ−７−（シクロヘキシル
アミノ）−１−エチル−６−フルオロ−４−オキソ−１，４−ジヒドロキノリン−３−カ
ルボン酸であることを特徴とする（１）記載の治療剤。
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【化２】

【００１５】
（４）上記骨髄性白血病は、急性骨髄性白血病であることを特徴とする（１）記載の治療
剤。
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【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、慢性骨髄性白血病を含む骨髄性白血病に対する有効な治療剤を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】AS1842856によるFOXO転写活性阻害活性（右）、AS1708727によるFOXO転写活性阻
害活性（左）を示す特性図である。
【図２】AS1842856による、イマチニブで発現誘導されるFOXO標的遺伝子（p27遺伝子、BI
M遺伝子及びBcl6遺伝子）の発現量変動を示す特性図である。
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【図３】AS1708727による、イマチニブで発現誘導されるFOXO標的遺伝子（Bcl6遺伝子）
の発現量変動を示す特性図である。
【図４】AS1842856による、白血病由来細胞株に対する細胞増殖抑制効果を示す特性図で
ある。
【図５】コントロール株（scrambled）とshFOXO1/3a機能抑制細胞株におけるFOXOの発現
に起因する発光シグナルを検出した結果を示す特性図である。
【図６】コントロール株（scrambled）とshFOXO1/3a機能抑制細胞株におけるAS1842856に
よる細胞増殖抑制効果を示す特性図である。
【図７】AS1842856を処理したときのTHP‑1について顕微鏡観察した結果を示す写真である
。
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【図８】AS1842856を処理したときのU937について顕微鏡観察した結果を示す写真である
。
【図９】高濃度（0‑25μM）でAS1708727又はAS1842856を使用したときのCD11b陽性細胞に
関するヒストグラムを示す特性図である。
【図１０】高濃度（0‑25μM）又は低濃度（0‑10μM）でAS1842856を使用したときのCD11b
陽性細胞に関するヒストグラムを示す特性図である。
【図１１】ヒト臍帯血由来単核細胞に対してAS1842856を作用させたときのコロニー形成
数を計数した結果を示す特性図である。
【図１２】AS18投与群とコントロール群について腫瘍体積を測定した結果を示す特性図で
ある。
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【図１３】AS18投与群とコントロール群の腫瘍塊についてHE染色した結果を示す写真であ
る。
【図１４】AS18投与群とコントロール群の腫瘍塊について、抗CD11b抗体を用いたIHC染色
の結果を示す写真である。
【図１５】AS18投与群とコントロール群の腫瘍塊について、抗CD115抗体を用いたIHC染色
の結果を示す写真である。
【図１６】AS18投与群とコントロール群の腫瘍塊について、抗Vimentin抗体を用いたIHC
染色の結果を示す写真である。
【図１７】AS18投与群とコントロール群の腫瘍塊について、抗Lysozyme抗体を用いたIHC
染色の結果を示す写真である。
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【図１８】AS18投与群とコントロール群の腫瘍塊について、抗PCNA抗体を用いたIHC染色
の結果を示す写真である。
【図１９】AS18投与群とコントロール群の腫瘍塊について、抗Ki67抗体を用いたIHC染色
の結果を示す写真である。
【図２０】AS18投与群とコントロール群の腫瘍塊について、抗MCM2抗体を用いたIHC染色
の結果を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、本発明を詳細に説明する。
10

＜有効成分＞
本発明に係る骨髄性白血病の治療剤は、下記式に示すキノリン化合物(X)を有効成分と
している。
【００１９】
【化３】
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［式中の記号は、以下の意味を示す。
X：C‑R7、又はN。
Y：C‑R6、又はN。
R2：それぞれ置換されていてもよい低級アルキル、シクロアルキル、アリール若しくはへ
テロ環。
R3：ハロゲン、低級アルキル、又は‑O‑低級アルキル。
R4：それぞれ置換されていてもよいシクロアルキル若しくは非芳香族へテロ環、又はシク
ロアルキルで置換されている低級アルキル。ただし、R4が置換されていてもよい非芳香族
へテロ環を示す場合、環を構成する炭素原子が隣接するNHと結合するものとする。
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R ：‑H、ハロゲン、シアノ、ニトロ、低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、シクロアル
キル、アリール、ヘテロ環、‑O‑低級アルキル、‑OH、‑NHCO‑低級アルキル、‑N(低級アル
キル)CO‑低級アルキル、低級アルキルで置換されていてもよいアミノ、又は置換されてい
てもよい環状アミノ。
R6：‑H、ハロゲン、低級アルキル又はハロゲノ低級アルキル。
R7：‑H、ハロゲン、低級アルキル又はハロゲノ低級アルキル。
ただし、YがC‑R6を示す場合、R2とR6は一体となって、低級アルキレン、又は低級アルケ
ニレンを形成してもよい。］
【００２０】
特に、本発明に係る骨髄性白血病の治療剤の有効成分としては、上記式において、X及
2

3
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びYがC‑Hであり、R が低級アルキルであり、R がハロゲンであり、R が置換されていても
よいシクロアルキル、R5が低級アルキルで置換されていてもよいアミノであることが好ま
しい。
【００２１】
さらに、本発明に係る骨髄性白血病の治療剤の有効成分としては、下記式で示される５
−アミノ−７−（シクロヘキシルアミノ）−１−エチル−６−フルオロ−４−オキソ−１
，４−ジヒドロキノリン−３−カルボン酸（以下、当該化合物をAS1842856と称する）で
あることがより好ましい。AS1842856については、参考文献（Mol. Pharmacol. 78:961‑97
0, 2010）に記載されるように、非活性型フォークヘッド型転写因子（FOXO1）タンパク質
（リン酸化型）には結合せず、FOXO1特異的阻害作用が示され（IC50=0.033uM)、経口投与
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にてdb/dbマウスの血糖低下作用を示すことが明らかとなっている。
【００２２】
【化４】

【００２３】
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ここで、「低級」なる語は、特に断らない限り炭素数1乃至6個の直鎖又は分枝状の炭素
鎖を意味する。従って、「低級アルキル」とは、C1‑6のアルキルを意味し、具体的には例
えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル若しくはヘキシル、又はイソプロピ
ル若しくはtert‑ブチル等のこれらの構造異性体であり、好ましくはC1‑5アルキルのメチ
ル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、３−ペンチルである。
【００２４】
「低級アルケニル」とは、C2‑6のアルキルで任意の位置に１個以上の二重結合を有する
ことを意味し、具体的には例えば、エテニル、プロペニル、ブテニル、ペンテニル、ヘキ
セニル、ブタジエニル等が挙げられ、好ましくはC2‑3アルケニルのエテニル、１−プロペ
ニル、２−プロペニル、３−プロペニルである。
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【００２５】
「低級アルキニル」とは、C2‑6のアルキルで任意の位置に1個以上の三重結合を有する
ことを意味する。
【００２６】
「低級アルキレン」は、「低級アルキル」の任意の位置の水素を1個除去してなる2価基
を意味し、具体的にはメチレン、メチルメチレン、エチレン、トリメチレン、プロピレン
、ブチレン等であり、好ましくはメチレン、エチレン、トリメチレンである。
【００２７】
「低級アルケニレン」は、「低級アルケニル」の任意の位置の水素を1個除去してなる2
価基を意味し、具体的にはビニレン、１−プロペニレン、２−プロペニレン、１−ブテニ

30

レン、２−ブテニレン、３−ブテニレン等であり、好ましくはビニレン、１−プロペニレ
ン、２−プロペニレンである。
【００２８】
「低級アルキリデン」は、「低級アルキル」の結合手を有する炭素原子から水素を1個
除去してなる遊離原子価が二重結合の一部になる基を意味する。
【００２９】
「シクロアルキル」とは、C3‑10の非芳香族の炭化水素環の1価基を意味し、架橋環やス
ピロ環を形成していてもよく、また部分的に不飽和結合を有していてもよい。具体的には
例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロオク
チル、シクロヘキセニル、シクロオクタンジエニル、アダマンチル及びノルボルニル等が
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挙げられ、好ましくはシクロペンチル若しくはシクロヘキシルである。
【００３０】
「アリール」とは、単環乃至3環のC6‑14の芳香族の炭化水素環の1価基を意味し、具体
的には例えば、フェニル、ナフチル等が挙げられ、好ましくはフェニルである。
【００３１】
「非芳香族ヘテロ環」とは、飽和または部分的に不飽和結合を有していてもよく、アリ
ール若しくは芳香族ヘテロ環と縮合していてもよい窒素、酸素、硫黄等のヘテロ原子を1
乃至4個有する3乃至10員環、好ましくは5乃至7員環の1価基を意味する。ただし、結合手
は飽和または部分的に不飽和の環上にある。具体的には例えば、ピロリジニル、ピペリジ
ニル、ピペラジニル、アゼピニル、モルホリニル、チオモルホリニル、ピラゾリジニル、
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ジヒドロピロリル、テトラヒドロピラニル、テトラヒドロフリル、ジオキサニル、テトラ
ヒドロチオピラニル、テトラヒドロチエニル等が挙げられ、好ましくはピロリジニル、ピ
ペリジニル、ピペラジニル、アゼピニル、モルホリニル、チオモルホリニル、テトラヒド
ロピラニル、ジオキサニル、テトラヒドロチオピラニルである。
【００３２】
「ヘテロ環」は前記「非芳香族へテロ環」に「芳香族ヘテロ環」を加えた総称であり、
「芳香族ヘテロ環」とは、窒素、酸素及び硫黄からなる群より選択される同一又は異なる
ヘテロ原子を1乃至4個含有する、ベンゼン環と縮合されていてもよい芳香族ヘテロ環の1
価基を意味し、具体的には例えば、ピロリル、フリル、チエニル、イミダゾリル、ピラゾ
リル、トリアゾリル、オキサゾリル、チアゾリル、フラザニル、ピリジル、ピラニル、チ
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オピラニル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジル、インドリル、イソインドリル、イ
ンドリジニル、ベンゾフリル、ベンゾチエニル、ベンゾイミダゾリル、インダゾリル、ベ
ンゾトリアゾリル、ベンゾオキサゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾオキサジアゾニル、
キノリル、イソキノリル、クロメニル、ベンゾチオピラニル、フタラジニル、ナフチリジ
ニル、キノキサリニル、キナゾリニル、シンノリニル、ベンゾジオキソリル、ベンゾジオ
キシニル、ベンゾジオキセピニル、カルバゾリル等が挙げられ、これらの環を構成する窒
素原子及び／又は硫黄原子は酸化されていてもよい。また、これらの環は部分的に飽和さ
れていてもよい。ただし、結合手は芳香環上にある。好ましくはピリジル、フリル、チエ
ニル、インドリル、インダゾリル、ベンゾトリアゾリルである。
【００３３】

20

「ハロゲン」とは、ハロゲン原子の1価基を意味し、具体的には例えばフルオロ、クロ
ロ、ブロモ、ヨード等が挙げられ、好ましくはフルオロ、クロロである。
【００３４】
「ハロゲノ低級アルキル基」は、前記「低級アルキル基」の１以上の任意の水素原子が
１以上の前記「ハロゲン」で置換された基を意味し、具体的には例えばトリフルオロメチ
ル、トリフルオロエチルなどが挙げられ、好ましくはトリフルオロメチルである。
【００３５】
「環状アミノ」は、少なくとも１つの窒素原子を有し、かつ、窒素原子に結合手を持つ
ヘテロ環の１価基であり、さらにヘテロ異種原子として酸素、硫黄を含んでいてもよい。
具体的には、ピロリジノ、ピペリジノ、ピペラジノ、ホモピペラジノ、モルホリノ、チオ
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モルホリノ、３，４−ジヒドロイソキノリン−２（１Ｈ）−イルなどが挙げられ、好まし
くはピロリジノ、ピペリジノ、ピペラジノ、３，４−ジヒドロイソキノリン−２（１Ｈ）
−イルである。
【００３６】
カルボン酸誘導体とアミン化合物を縮合する製造法におけるカルボン酸誘導体の「反応
性誘導体」とは、当該反応における反応性が高くなる誘導体であれば、特に限定されない
が、例えば、該カルボン酸誘導体に対応する酸ハライド誘導体若しくは混合酸無水物、ま
たは、該カルボン酸誘導体とカルボニルジイミダゾール（ＣＤＩ）、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（ＷＳＣ・ＨＣｌ）、ジシクロヘキ
シルカルボジイミド、ジフェニルホスフォリルアジド、ジエチルホスフォリルシアニド等
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の縮合剤より調整される誘導体が挙げられる。
【００３７】
本明細書において、「置換されていてもよい」の語の許容される置換基としては、それ
ぞれの基の置換基として、当該技術分野で通常用いられる置換基であればいずれでもよい
。また、それぞれの基に同一又は異なった置換基が1乃至5個以上存在していてもよい。
【００３８】
R2における「置換されていてもよいシクロアルキル」、「置換されていてもよいアリー
ル」、「置換されていてもよい非芳香族ヘテロ環」、「置換されていてもよい芳香族ヘテ
ロ環」；R4、における「置換されていてもよいシクロアルキル」、「置換されていてもよ
い非芳香族ヘテロ環」；及びR5における「置換されていてもよい環状アミノ」において許
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容される置換基としては、以下の（ａ）乃至（ｈ）に示される基が挙げられる。また、R2
における「置換されていてもよい低級アルキル」、「置換されていてもよい低級アルケニ
ル」において許容される置換基としては、以下の（ａ）乃至（ｇ）に示される基が挙げら
れる。また、なお、RZは、‑OH、‑O‑低級アルキル、1つ又は2つの低級アルキルで置換され
ていてもよいアミノ、‑CO2H、‑CO2RZ、1つ又は2つの低級アルキルで置換されていてもよ
いカルバモイル、アリール（このアリールはハロゲンで置換されていてもよい）、芳香族
ヘテロ環及びハロゲンからなる群より選択される1つ以上の基で置換されていてもよい低
級アルキルを示す。
【００３９】
10

（ａ）ハロゲン。
（ｂ）‑OH、‑O‑RZ、‑O‑アリール、‑OCO‑RZ、オキソ（=O）、‑OSO3H、‑OP(O)(O‑RZ)2、‑P(
O)(O‑RZ)2、‑OP(O)(OH)(O‑RZ)、‑P(O)(OH)(O‑RZ)、‑OP(O)(OH)2、‑P(O)(OH)2。
（ｃ）‑SH、‑S‑RZ、‑S‑アリール、‑SO‑RZ、‑SO‑アリール、‑SO2‑RZ、‑SO3H、‑SO2‑アリー
ル、1つ又は2つのRZで置換されていてもよいスルファモイル。
（ｄ）1つ又は2つのRZで置換されていてもよいアミノ、‑NHCO‑RZ、‑NHCO‑アリール、‑NHS
O2‑RZ、‑NHSO2‑アリール、ニトロ、イミノ（=N‑RZ）。
（ｅ）‑CHO、‑CO‑RZ、‑CO2H、‑CO2‑RZ、１つ又は２つのRZ若しくはアリールで置換されて
いてもよいカルバモイル、‑CO‑非芳香族ヘテロ環（この非芳香族ヘテロ環は‑CO2H若しく
は‑CO2‑RZで置換されていてもよい）、シアノ。
（ｆ）アリール若しくはシクロアルキル。なお、これらの基は、‑OH、‑O‑低級アルキル、
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Z

1つ又は2つの低級アルキルで置換されていてもよいアミノ、‑CO2H、‑CO2R 、1つ又は2つ
の低級アルキルで置換されていてもよいカルバモイル、アリール、芳香族ヘテロ環、ハロ
ゲン及びRZからなる群より選択される１つ以上の基でそれぞれ置換されていてもよい。
（ｇ）芳香族ヘテロ環若しくは非芳香族ヘテロ環。なお、これらの基は、‑OH、‑O‑低級ア
ルキル、オキソ（=O）、1つ又は2つの低級アルキルで置換されていてもよいアミノ、‑CO2
H、‑CO2RZ、1つ又は2つの低級アルキルで置換されていてもよいカルバモイル、アリール
、芳香族ヘテロ環、ハロゲン及びRZからなる群より選択される1つ以上の基でそれぞれ置
換されていてもよい。
（ｈ）上記（ａ）乃至（ｇ）に示される置換基より選択される1つ以上の基で置換されて
いてもよい低級アルキル。
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【００４０】
「置換されていてもよい低級アルキル基で置換されていてもよいアミノ」は、前記「置
換されていてもよい低級アルキル基」でモノ若しくはジ置換されたアミノを意味し、ジ置
換する低級アルキル基は同一でも相互に異なっていてもよい。
【００４１】
式（X）で示されるキノロン誘導体は、塩を形成する場合もあり、かかる塩が製薬学的
に許容される塩である限りにおいて本発明の製造法による目的化合物に包含される。具体
的には、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸等の無機塩や、ギ酸、酢
酸、プロピオン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、乳酸、リン
ゴ酸、酒石酸、クエン酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、p‑トルエンスルホン酸

40

、アスパラギン酸、グルタミン酸等の有機酸との酸付加塩、ナトリウム、カリウム、カル
シウム、マグネシウム等の金属を含む無機塩基、メチルアミン、エチルアミン、エタノー
ルアミン、リジン、オルニチン等の有機塩基との付加塩、アンモニウム塩等が挙げられる
。
【００４２】
また、式（X）で示されるキノロン誘導体は、置換基の種類によっては、不斉炭素原子
を含む場合があり、これに基づく光学異性体が存在しうる。本発明の製造法はこれらの光
学異性体の混合物や単離されたものを製造するための製造法をすべて包含する。また、式
（X）で示されるキノロン誘導体は互変異性体が存在する場合があるが、本発明の骨髄性
白血病の治療剤には、これらの異性体の分離したもの、あるいは混合物も含まれる。また
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、ラベル体、即ち、式（X）で示されるキノロン誘導体の1つ以上の原子を放射性同位元素
若しくは非放射性同位元素で置換した化合物も本発明に包含される。
【００４３】
さらに、本発明は式（X）で示されるキノロン誘導体の各種の水和物や溶媒和物及び結
晶多形を有する物質も包含される。すなわち、本発明に係る骨髄性白血病の治療剤は、式
（X）で示される誘導体及びその製薬学的に許容される塩のすべてを包含するものである
。なお、当然のことながら、本発明に係る骨髄性白血病の治療剤は、式（X）で示される
キノロン誘導体の製造方法には何ら限定されず、如何なる製造法で製造されたものでも良
い。なお、式（X）で表されるキノロン誘導体の製造方法としては、特に限定されないが
、例えば、特許第４８５８６８３号に開示された方法を挙げることができる。

10

【００４４】
＜骨髄性白血病＞
本発明において「骨髄性白血病」とは、慢性骨髄性白血病及び急性骨髄性白血病を含む
意味である。
【００４５】
慢性骨髄性白血病（以後、「CML」と略称する場合もある）とは、９番染色体と２２番
染色体の一部が入れ替わる染色体異常、すなわちフィラデルフィア転座の結果形成される
BCR/ABL キメラ遺伝子によって発症する骨髄増殖性疾患である。BCR/ABLキメラタンパク
質は、ABLの保有するチロシンキナーゼ活性が著しく亢進しており、RASシグナル、PI‑3K/
Aktシグナル及びStatシグナルといった細胞増殖シグナル等を恒常的に刺激することによ
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り、増殖刺激効果と抗アポトーシス効果を発揮する。
【００４６】
慢性骨髄性白血病の診断は、通常、採血した血液の血算検査と骨髄での造血状態をみる
ための骨髄検査に基づいてなされる。骨髄検査では、骨髄中で白血球球系細胞の増殖状態
を調べ白血病細胞の染色体・遺伝子分析を行い、その結果に基づいて診断する。
【００４７】
また、本発明に係る治療剤を慢性骨髄性白血病に適用する場合、慢性骨髄性白血病のス
テージが慢性期でも良いし、移行期でも良いし、急性転化期でも良い。すなわち、慢性骨
髄性白血病の進行度合いに拘わらず、本発明に係る治療剤を適用することができる。
【００４８】
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急性骨髄性白血病（以後、「AML」と略称する場合もある）とは、血液細胞である白血
球が「がん化」して異常に増殖することで起こる腫瘍性疾患である急性白血病であって、
異常増殖してくる細胞が骨髄系細胞である骨髄増殖性疾患である。
【００４９】
急性骨髄性白血病の診断は、通常、症状の確認、血液検査及び骨髄検査（骨髄生検、骨
髄穿刺）の結果を組み合わせて行われる。すなわち、血液検査と骨髄検査では、骨髄もし
くは末梢血中で白血病細胞(芽球)が所定の値以上であり、増加している芽球がミエロペル
オキシダーゼ(MPO)染色で所定の値以上陽性である場合にAMLと診断する。
【００５０】
また、本発明に係る治療剤を急性骨髄性白血病に適用する場合、急性骨髄性白血病のFA

40

B分類（French‑American‑British Classification）によらず如何なる病型（M0〜M7）に
適用しても良い。
【００５１】
＜剤形、投与量＞
本発明に係る治療剤の有効成分である上記式(X)で示されるキノロン誘導体は、治療の
目的に応じて、散剤、顆粒剤、錠剤、カプセル剤、腸溶剤、液剤、注射剤（液剤、懸濁剤
）等の各種の形態に、常法にしたがって調製することができる。本発明に係る治療剤は、
通常は１種または複数の医薬用担体を用いて医薬組成物として製造することが好ましい。
【００５２】
また、本発明に係る治療剤の投与量または摂取量については、本発明の効果が得られる
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ものであれば特に限定されるものではなく、含有される成分の有効性、投与形態、投与経
路、疾患の種類、対象の性質（体重、年齢、病状および他の医薬の使用の有無等）、およ
び担当医師の判断等に応じて適宜選択される。本発明に係る治療剤は、１日１〜数回に分
けて投与することができ、数日または数週間に１回の割合で間欠的に投与してもよい。
【実施例】
【００５３】
以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明の技術的範囲は以下の実施
例に限定されるものではない。
【００５４】
10

＜フォークヘッド型転写因子（FOXO）転写活性阻害実験＞
本実施例では、FOXO阻害剤であることが知られている2種類の化合物（AS1842856及びAS
1708727）について、FOXO転写活性阻害実験（FOXO1、FOXO3及びFOXO4）を行った。なお、
AS1708727は、２−シクロペンチル−Ｎ−｛２，４−ジクロロ−３−〔（イソキノリン−
５−イルオキシ）メチル〕フェニル｝−Ｎ−メチルアセトアミドであり、European Journ
al of Pharmacology 645 (2010) 185‑191においてFOXO1転写因子阻害活性が確認された化
合物である。
【００５５】
本実施例では、10%ウシ胎仔血清（FBS）含有DMEM（Dulbecco's Modified Eagle's Medi
um）にHEK293細胞を2x106 cells/10cm plateとなるように播種し、5% CO2、37℃で24時間
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培養した。
【００５６】
遺伝子導入は10μgのFOXO発現プラスミドをX‑tremeGENE HP DNA Transfection Reagent
（Roche社製）を用いて、プロトコールに従って行った。プレート1枚当りのFOXO発現プラ
スミドとして、2.8μg FOXO1(pcDNA3 Flag‑FKHR: addgeneより購入、製品番号：#8360)、
FOXO3(addgeneより購入したFlag‑FOXO3a WT(製品番号：#13507)を制限酵素Xba IとHind I
IIで切断し、pcDNA3 FlagのXba IとHind IIIサイトにFOXO3a WT cDNAを挿入して構築した
プラスミド：pcDNA3 Flag‑FOXO3a)及び5.7μg 6xDBE/pGL basic Luciferase reporter ve
ctor(国立長寿医療研究センター本山昇博士より供与。参考論文：Kobayashi Int J Mol M
ed 2005)を調整した。なお、内部標準として、1.4μg pZeoSVO2/lacZ vector(lifetechno
logies社製)をそれぞれに添加した。遺伝子導入5時間後にトリプシン処理にて細胞を回収
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5

し、10mLのPBSで一回洗浄した。1% FBS含有DMEMに5,000cells/30μL（1.67x10 cells/mL
）になるように、細胞懸濁液を調製した。
【００５７】
上述した2種類の化合物について、それぞれ終濃度が0.25、0.5、1、5、10、25又は50μ
Mとなるように、1% FBS含有DMEMに濃度の異なる複数の試薬を調整した。試薬量は、10μl
とし、プレート（商品番号781182、グライナー社製）の各ウェルに添加した。各ウェルに
、細胞懸濁液（5,000cells/30μl)を分注した。反応総量は40μlとした。5% CO2, 37℃で
20時間培養した後、40μLのGlo Lysis bufferを加えて10分放置し、細胞を溶解した(全量
80μL)。細胞溶解液を2分割し(30μlずつ）、プレート（商品番号781080、グライナー社
製）に移し変え、一方にはSteady‑Glo(30μl)を加えてルシフェラーゼ活性を測定した。

40

もう一方には、Beta‑Glo：Promega (30μl)を加えてb‑gal活性を測定した。
【００５８】
マイクロプレートリーダー（infinite 200 pro）で活性値を測定した。ルシフェラーゼ
活性値／b‑gal活性値で内部補正し、各ウェルの活性値とした。0μMの測定値の平均値を1
00 %として、上述した2種類の化合物についての阻害効果(%)を算出した。IC50については
、以下の数式に則って、算出した。
IC50=10^(LOG(A/B)*(50‑C)/(D‑C)+LOG(B))
A:50%を挟む高い濃度
B:50%を挟む低い濃度
C:Bでの阻害率
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D:Aでの阻害率
【００５９】
結果を図１に示す。図１中の右グラフはAS1842856によるFOXO転写活性阻害活性を示し
、左グラフはAS1708727によるFOXO転写活性阻害活性を示している。図１に示すように、
本実施例で評価した2種類の化合物については、既報の通りFoxo1に対する転写阻害活性が
みられ、またFoxo3に対しても転写阻害活性を有していることが示された。
【００６０】
＜FOXO標的遺伝子の発現抑制実験＞
次に、化合物AS1842856の存在下において、FOXO転写因子により転写誘導される遺伝子
（p27、BIM及びBcl6）の発現量を定量的PCRにより評価した。また、比較のため、化合物A

10

S1708727の存在下においてBcl6の発現量を定量的PCRにより評価した。
【００６１】
具体的には、先ず、慢性骨髄性白血病由来の細胞株であるKCL22細胞を1.2x106cells/10
cm plateに播種した。そして、終濃度が0、0.1、1又は10μMとなるように化合物を添加し
、30分間、前処理した後、Imatinib mesylate (biovision)を1μMを添加し、5% CO2、37
℃で48時間培養した。培養後、上清を除去し、PBSにて1回洗浄し、細胞を回収した後、to
tal RNAを調製した。
【００６２】
total RNAの調製は、QIAquick PCR Purification Kit(Quagen社製)を用いて添付の実験
説明書に従った。波長260nmの吸光度で、RNA濃度を測定した後、Advantage cDNA PCR Kit
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(Clonetech社製)を用いて逆転写反応を行い、cDNAを合成した。cDNAを鋳型として、SYBR
Premix Ex Taq (Tli RNaseH Plus)（TaKaRa社製)により、下流遺伝子の発現を定量的PCR
により評価した。
【００６３】
化合物AS1842856を用いた系では、FOXOの下流遺伝子（p27、BIM及びBcl6)を認識する特
異的プライマーを用いて増幅し、mRNA発現量を定量した。GAPDH発現量を内部コントロー
ルとして補正し、発現誘導に対するAS1842856の効果を評価した。また、化合物AS1708727
を用いた系では同様にしてBcl6の発現誘導に対するAS1708727の効果を評価した。
【００６４】
なお、GAPDH遺伝子を増幅する特異的プライマーとして、フォワードプライマー：5
AAGGTGAAGGTCGGAGTC（配列番号１）及びリバースプライマー：5

‑G
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‑GAAGATGGTGATGGGATTTC

（配列番号２）を使用した。p27遺伝子を増幅する特異的プライマーとして、フォワード
プライマー：5

‑GCCCTCCCCAGTCTCTCTTA（配列番号３）及びリバースプライマー：5

‑TC

AAAACTCCCAAGCACCTC（配列番号４）を使用した。BIM遺伝子を増幅する特異的プライマー
として、フォワードプライマー：5
プライマー：5

‑TATGAGAAGATCCTCCCTGC（配列番号５）及びリバース

‑ATATCTGCAGGTTCAGCCTG（配列番号６）を使用した。Bcl6遺伝子を増幅す

る特異的プライマーとして、フォワードプライマー：5
列番号７）及びリバースプライマー：5

‑CTCAGATTCTAGCTGTGAGAACG（配

‑GTCACACTTGTAGGGTTTGTCAC（配列番号８）を使

用した。
【００６５】
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p27遺伝子、BIM遺伝子及びBcl6遺伝子の発現誘導に対する化合物AS1842856の効果を図
２に示し、Bcl6遺伝子の発現誘導に対する化合物AS1708727の効果を図３に示した。図２
に示すように、KCL22細胞においてイマチニブで発現誘導されるFOXO標的遺伝子は、AS184
2856によって発現抑制されることが明らかとなった。一方、AS1842856と同様にFoxo阻害
剤であるAS1708727は、図３に示すように、KCL22細胞においてイマチニブで発現誘導され
る遺伝子の発現を抑制できないことが明らかとなった。
【００６６】
なお、Bcl6タンパク質は、慢性骨髄性白血病においてイマチニブ耐性の原因の一つとし
て考えられており、イマチニブ投与によりBcL6遺伝子の発現が上昇することが知られてい
る。図２に示すように、AS1842856の存在下では、イマチニブによるBcl6遺伝子発現亢進
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効果が低減あるいは喪失していることが分かる。この結果から、AS1842856は、イマチニ
ブ耐性を示す慢性骨髄性白血病に有効であることが示唆された。
【００６７】
＜イマチニブ併用による慢性骨髄性白血病細胞株の細胞増殖阻害効果＞
次に、AS1842856及びイマチニブの併用による慢性骨髄性白血病細胞株の細胞増殖阻害
効果を検証した。具体的に、慢性骨髄性白血病細胞株(K562)を、10,000 cells/75μlにな
るように細胞懸濁液を調製した。96ウェルU底マルチウェルプレート（FALCON社製）にAS1
842856を25μlと細胞懸濁液75μlを加えて反応を開始し、AS1842856とImatinib mesylate
(biovision)と共存下で5% CO2、37℃で4日間培養した。培養後、細胞懸濁液(40μl)を分
取し、グライナー781080プレートに移し変えた。等量（40μl)のCellTiter‑Glo Luminesc

10

ent Cell Viability Assay (Promega社製)を添加し、10分以上反応させて細胞を溶解した
後、発光シグナルをマイクロプレートリーダー（infinite 200 pro）で測定した。AS1842
856未処理の細胞の発光値を100%として、細胞増殖率を算出した。イマチニブの単独使用
時及びAS1842856とイマチニブの併用時の細胞増殖阻害率を算出した。
【００６８】
本実験により、慢性骨髄性白血病株は、AS1842856とイマチニブを併用した場合、イマ
チニブを単独で使用した場合と比較して、より細胞増殖抑制効果が高いという結果を得る
ことができる。この結果より、慢性骨髄性白血病株に対するイマチニブによる細胞増殖抑
制効果は、AS1842856により亢進することが理解できる。
【００６９】
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＜AS1842856による細胞増殖抑制試験＞
次に、AS1842856による細胞増殖抑制効果を検証するため、各種がん細胞株を使用してA
S1842856存在下の細胞増殖率を算出した。
【００７０】
具体的に本実験例では、急性骨髄性白血病細胞株（AML）としてTHP1及びHL60を使用し
、T細胞白血病細胞株としてMolt4及びJurkatを使用し、慢性骨髄性白血病細胞株（CML）
としてK562及びKCL22を使用し、B細胞白血病細胞株としてBV‑173を使用した。
【００７１】
各細胞株を10,000 cells/75μLになるように細胞懸濁液を調製した。白血病由来細胞株
では、96ウェルU底マルチウェルプレートに化合物液25μLと細胞懸濁液75μLを加えて反
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応を開始し、5% CO2、37℃で4日間培養した。培養後、細胞懸濁液に等量のCellTiter‑Glo
Luminescent Cell Viability Assay (Promega社製)と１０分以上反応させて細胞を溶解
した後、発光シグナルをマイクロプレートリーダー（infinite 200 pro）で測定した。化
合物未処理の細胞の発光値を100%として、細胞増殖率を算出した。
【００７２】
図４に示した結果より、AS1842856には、慢性骨髄性白血病由来細胞株及び急性骨髄性
白血病由来細胞株に対する細胞増殖抑制効果が認められた。特に、AS1842856は、急性骨
髄性白血病由来細胞株に対する細胞増殖抑制効果が極めて優れることが明らかとなった。
【００７３】
＜細胞増殖阻害のFOXO依存性の検証＞
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上述のようにAS1842856が骨髄性白血病由来細胞株に対する細胞増殖阻害効果を有する
ことが確認された。本実験では、この細胞増殖阻害効果がFOXO依存的なものか検証した。
具体的には、組換えレンチウイルスを用いてFOXO1/3aノックダウン白血病細胞株を作製し
、AS1842856による当該細胞株に対する細胞増殖阻害効果の減少を確認した。
【００７４】
組換えレンチウイルスは、以下のように作製した。先ず、293T細胞を10% FBS含有DMEM
に2x106cells/10cm dishとなるように播種し、5% CO2、37℃で24時間培養した。遺伝子導
入はX‑tremeGENE HP DNA Transfection Reagent (Roche) を用いてプロトコールに従って
行った。パッケージングプラスミドおよび5ugのshFOXO1/3a(pLKO.1 vector : GATCTACGAG
TGGATGGTCAA(配列番号１))を細胞に導入した。shRNAのコントロールとしてscrambled DNA
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plasmidを導入した。遺伝子導入後、16時間後に培養液を交換し、24、48及び72時間後に
培地を交換、回収した。回収した培養液を0.45μm PVDF膜（Millipore)で濾過した後、8
μg/ml polybrene(Sigma)を添加してウイルス液とした。
【００７５】
得られたウイルス液を用いてshFOXO1/3a機能抑制細胞株を以下のように作製した。先ず
、THP1細胞を1.2x106cells/10cm dishとなるように播種し、上記で得られたウイルス液と
32時間接触させ、ウイルスをTHP1細胞に感染させた。感染後、通常のRPMI1640培地(Wako)
で24時間培養を行った。培養液に1.5μg/mlのpuromycin（Invivogen）を添加し、72時間
培養することで、ウイルス感染した細胞を選択した。選択した細胞株をshFOXO1/3a機能抑
10

制細胞株とした。
【００７６】
得られたshFOXO1/3a機能抑制細胞株を用いて10,000 cells/75μLになるように細胞懸濁
液を調製した。96ウェルU底マルチウェルプレートにAS1842856溶液25μLと細胞懸濁液75
μLとを加えて反応を開始し、5% CO2、37℃で4日間培養した。培養後、細胞懸濁液に等量
のCellTiter‑Glo Luminescent Cell Viability Assay (Promega)と10分以上反応させて細
胞を溶解した後、発光シグナルをマイクロプレートリーダー（infinite 200 pro）で測定
した。化合物未処理の細胞の発光値を100%として、細胞生存率を算出した。
【００７７】
発光シグナルの検出結果を図５に示し、細胞生存率を算出した結果を図６に示した。な
お、図５及び６に示したグラフにおいて
ed DNA plasmidを導入した細胞株であり、

scrambled

とは、コントロールとしてscrambl

shFOXO1/3
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とはshFOXO1/3aを導入した細胞

株である。図５から分かるように、shFOXO1/3a機能抑制細胞株では、AS1842856の有無に
拘わらずFOXOの発現が抑制されており、図６から分かるように、AS1842856による細胞増
殖抑制効果が大幅に低減していることがわかる。この結果から、AS1842856による骨髄性
白血病由来細胞株に対する細胞増殖抑制効果は、FOXOが機能していることが条件（FOXO依
存的）であることが明らかとなった。
【００７８】
＜AS1842856の白血病分化誘導＞
上述のように、AS1842856は、骨髄性白血病由来細胞株に対してFOXO依存的に細胞増殖
阻害効果を有することが確認された。本実験では、AS1842856による骨髄性白血病由来細
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胞株の分化誘導を検証した。
【００７９】
具体的には、白血病細胞株(THP1及びU937:急性骨髄性白血病細胞株の１種)と反応させ
、AS1842856による分化誘導による細胞形態変化についてMay‑Grunwald Giemsa染色により
評価した。白血病細胞株とAS1842856（1μM）を5% CO2、37℃で48時間培養した。培養後
、細胞をPBSで洗浄し、サイトスピンによって細胞標本を調整した。細胞標本をメイグリ
ュンワルド液（武藤化学）で染色・固定した後、リン酸緩衝液（武藤化学）で洗浄した。
その後、ギムザ染色液（武藤化学）で染色し、水で洗浄した後、風乾した。細胞の形態変
化について顕微鏡下で観察した。
【００８０】
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結果を図７及び８に示した。図７は急性骨髄性白血病細胞株であるTHP‑1について顕微
鏡観察した結果であり、図８は急性単球性白血病細胞株であるU937について顕微鏡観察し
た結果である。図７から分かるように、急性骨髄性白血病細胞株であるTHP‑1は、AS18428
56により単球様細胞に分化誘導されており、図８から分かるように、急性単球性白血病細
胞株であるU937はAS1842856によりマクロファージ様細胞に分化誘導されていることが明
らかとなった。
【００８１】
＜AS1842856による白血病細胞の分化能＞
本実験では、AS1842856及びAS1708727について、急性骨髄性白血病細胞株(THP1及びHL6
0)のマクロファージへの分化誘導能について解析した。
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【００８２】
先ず、THP1又はHL60細胞を回収し、50,000 cells/75μLになるように10% FBS含有RPMI
培地で細胞懸濁液を調製した。AS1842856及びAS1708727の希釈系統は、終濃度が0、1、10
、25μMとなる高濃度系統と、終濃度が0、1、10、100nMとなる低濃度系統を25μlの培地
に希釈した。反応総量は、100μLとした。96ウェルU底マルチウェルプレート（FALCON)に
化合物液25μLと細胞懸濁液75μLを加えて反応を開始し、5% CO2、37℃で72時間培養した
。
【００８３】
72時間反応後、細胞に5% FBS/PBSを加えて、3回洗浄した後、20μLの5% FBS/PBS（0.5%
NaN3含有)に再懸濁した。5μLのPE mouse Anti‑Human CD11b/Mac1（BD biosciences)を

10

加えて、90分、氷上で反応させた。反応後、1mLの5% FBS/PBSを加えて、3回洗浄した。細
胞を50μLの5% FBS/PBSに再懸濁した。0.5μLの7‑AAD（BD biosciences)を添加し、MACS
Quant (Milteny biotech)を用いて、7‑AAD陰性CD11b陽性細胞を検出した。各化合物濃度
でのCD11b陽性細胞について、ヒストグラムでグラフ化し、マクロファージへの分化能を
解析した。また、陽性細胞（>500)の高感度の細胞率を測定した。
【００８４】
結果を図９及び１０に示した。図９の上段は、高濃度（0‑25μM）でAS1708727を使用し
たときの解析結果であり、下段は高濃度（0‑25μM）でAS1842856を使用したときの解析結
果である。また、図１０の上段は、低濃度（0‑10μM）でAS1842856を使用したときの解析
結果であり、下段は高濃度（0‑25μM）でAS1842856を使用したときの解析結果である。図
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９及び１０に示すように、急性骨髄性白血病細胞株は、AS1842856によってマクロファー
ジへ分化誘導されることが明らかとなった。これに対して、一方、AS1842856と同様にFox
o阻害剤であるAS1708727は、急性骨髄性白血病細胞株をマクロファージへ分化誘導できな
いことが明らかとなった。
【００８５】
＜AS1842856の正常幹細胞への影響＞
以上のように、骨髄性白血病由来の細胞株に対してFOXO依存的に細胞増殖抑制効果を有
し、且つ分化誘導能を有することが示されたAS1842856について、正常細胞に対する影響
を検討した。
【００８６】

30

先ず、ヒト臍帯血由来単核細胞(RIKENより購入)を抗CD34抗体で染色した。染色細胞か
ら、フローサイトメトリー(FACSaria, BD)を用いて、分化マーカー（CD4、CD8、B220、TE
R119、Gr‑1、Mac1）陰性(Lin‑)、CD34陽性細胞を単離した。単離した細胞の試験管内での
コロニー形成能を評価するため、500細胞を成長因子（EPO、SCF、GM‑CSF、IL3、G‑CSF)含
有メチルセルロース半固形培地（Methocult H4034、Stem cell technology）中で培養し
、13日目のコロニー形成数を計数した。また、培地中にAS1842856の添加した際のコロニ
ー形成数を計数し、正常幹細胞への影響について評価した。
【００８７】
結果を図１１に示した。図１１に示すように、AS1842856が0.1μM以下といった濃度で
は正常細胞に対する影響がないことが分かる。上述のように、AS1842856は、0.1μM以下
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といった濃度で骨髄性白血病株に対する細胞増殖抑制効果がある。このように、AS184285
6は、正常細胞に対する細胞増殖抑制効果を示さない濃度範囲で骨髄性白血病の新規治療
薬として利用できることが示された。
【００８８】
＜AS1842856頻回投与による薬効評価＞
本実験では、急性骨髄性白血病細胞株(HL60)を移植したマウスに対してAS1842856を頻
回投与したときの腫瘍退縮効果を解析した。
【００８９】
先ず、急性骨髄性白血病細胞株HL60をNOD scidマウス（7週齢、雌）の背部皮下に移植
（1ｘ107細胞/マウス）し、AS1842856を頻回投与するAS18投与群と、AS1842856に代えて
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溶媒を投与するコントロール群とに分けた（各群12匹）。AS18投与群に対しては、HL60細
胞を移植した後、13及び21日の午前10時、並びに14、15、16、17、18、19及び20日の午前
10時と午後3時に、それぞれAS1842856を20 mg/kg body weightで計16回腹腔内投与した。
一方、コントロール群に対しては、AS18投与群と同じ投与タイミングで溶媒（0.5% Cremo
phor（Cremophor EL、Sigma, C5135‑500G）及び10% DMSOを含むPBS）を計16回腹腔内投与
した。
【００９０】
そして、各群のマウスについて、HL60細胞移植から3、7、10、13、17及び21日後に、腫
瘍体積を測定した。腫瘍体積の測定は次の通りに行なった。デジタルノギスを用いて、背
部皮下に形成された腫瘍の長径と短径を測定し、（長径mm×短径mm×短径mm）/2の値を腫
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瘍体積として算出した。腫瘍体積を算出した結果を図１２に示した。なお、腫瘍体積の群
間比較は、統計プログラムystat2013を用いた。解析の結果、最終測定日（移植後21日）
の腫瘍体積の値について、コントロール群とAS18投与群との間で対応の無いt‑testを実施
し、両側検定にてP＜0.01水準で有意差を示した。
【００９１】
この実験結果から、AS1842856の腹腔内投与によって、生体内において骨髄性白血病細
胞株の腫瘍塊を退縮できることが明らかとなり、骨髄性白血病の新規治療薬として利用で
きることが示された。
【００９２】
＜AS1842856頻回投与における免疫組織学的解析＞

20

上述したAS18投与群及びコントロール群において、最終投与から3時間後に背部皮下に
形成された腫瘍塊を摘出し、4％パラホルムアルデヒドにて固定し（4℃、over night）、
定法に従ってパラフィン包埋した。これらの腫瘍サンプルを用いてヘマトキシリン・エオ
ジン染色（HE染色）及び免疫組織化学染色（IHC染色）により腫瘍組織を解析した。
【００９３】
具体的には、先ず、パラフィン包埋した腫瘍サンプルから、4μm厚の薄切標本を作製し
、キシレンを用いて脱パラフィンし、その後、エタノールにてキシレンを除去した。その
後、水道水を用いた流水洗浄を10分間行い、続けて0.01M PBSを用いて５分間の洗浄を3回
行った。そして、標準的なプロトコールに従ってHE染色及びIHC染色を実施した。
【００９４】

30

IHC染色では、先ず、0.01M クエン酸緩衝液（pH6）を用いて賦活処理を10分間行い、蒸
留水を用いた5分間の洗浄を２回行った。その後、0.3% H2O2 メタノールを用いた内因性
パーオキシダーゼ賦活化処理を10分間行い、流水洗浄及び0.01M PBSを用いた洗浄を行っ
た。その後、20%ヤギ正常血清（DAKO社製）を用いてブロッキング処理を行った後、各種1
次抗体を反応させた。本実験では、一次抗体として、CD11b（abcam社製）、CD115（abcam
社製）、Vimentin [V9]（DAKO社製）、Lysozyme（ニチレイ社製）、PCNA [PC10}（DAKO社
製）、Ki67（DAKO社製）及びMCM2 [D7G11]（CST社製）を使用した。これらのうちVimenti
n (Ready‑to‑use)以外の1次抗体は、10%ヤギ正常血清で100倍に希釈してインキュベート
（4℃/ON）した。
【００９５】

40

1次抗体反応後、EnVision+Dual Link System‑HRP[マウス・ウサギ一次抗体両用タイプ]
(DAKO社製)を切片に滴下し、2次抗体を反応させた。2次抗体反応後に洗浄し、DAB table
t（和光純薬工業社製）を使用して調製した発色液にて発色反応を行った。なお、CD11bの
発色反応時間を1分40秒とし、CD115の発色反応時間を2分15秒とし、Vimentinの発色反応
時間を4分とし、Lysozymeの発色反応時間を1分40秒とし、PCNAの発色反応時間を1分15秒
とし、Ki67の発色反応時間を2分30秒とし、MCM2の発色反応時間を1分15秒とした。発色反
応の後に洗浄し、ヘマトキシリン溶液（ミリポア社製のCat. No.109249と武藤化学社製の
Cat. No.3002との等量混合液）で対比染色し、脱水及び透徹した。その後、マリノール（
武藤化学社製）を用いて封入した。
【００９６】
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HE染色の結果を図１３に示す。また、一次抗体としてCD11bを使用したIHC染色の結果を
図１４に示し、CD115を使用したIHC染色の結果を図１５に示し、Vimentinを使用したIHC
染色の結果を図１６に示し、Lysozymeを使用したIHC染色の結果を図１７に示し、PCNAを
使用したIHC染色の結果を図１８に示し、Ki67を使用したIHC染色の結果を図１９に示し、
MCM2を使用したIHC染色の結果を図２０に示した。
【００９７】
図１３から解るように、HE染色の結果、AS18投与群では、コントロール群と比較すると
、核が小さくなっている細胞の集族が見られる（x400画像内:A）。
【００９８】
また、図１４に示すように、マクロファージへの分化抗原であるCD11bに対する抗体を
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用いたIHC染色の結果、AS18投与群で陽性率が上昇しており、AS1842856投与による分化傾
向が示された。また、陽性細胞の大部分は、HE染色の結果からAS1842856投与の影響と考
えられる、核が小さくなっている細胞領域と一致していた（図中A）。
【００９９】
同様に、図１５に示すように、単球への分化過程での発現が報告されている、単球/マ
クロファージ等のマーカーであるCD115に対する抗体を用いたIHC染色の結果から、AS18投
与群で陽性率が上昇しており、AS1842856投与による分化傾向が示された。上記CD11bと同
様に陽性細胞の大部分は、HE染色の結果からAS1842856投与の影響と考えられる、核が小
さくなっている細胞領域と一致していた（図中A）。
【０１００】

20

さらに、図１６に示すように、単球への分化時に発現量が増加すると報告されている、
単球/マクロファージ等のマーカーであるVimentinに対する抗体を用いたIHC染色の結果か
ら、CD11b及びCD115といった分化マーカー同様に、AS18投与群で陽性率が上昇しており、
AS1842856投与による分化傾向が示された。Vimentinに対する抗体に対する陽性細胞の大
部分もまた、HE染色の結果からAS1842856投与の影響と考えられる、核が小さくなってい
る細胞領域と一致していた（図中A）。
【０１０１】
さらにまた、図１７に示すように、単球/マクロファージへの分化時に発現量が増加す
ると報告されている、Lysozymeに対する抗体を用いたIHC染色の結果から、他の分化マー
カー同様、AS18投与群で陽性率が上昇しており、AS1842856投与による分化傾向が示され
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た。Lysozymeに対する抗体に対する陽性細胞の大部分もまた、HE染色の結果からAS184285
6投与の影響と考えられる、核が小さくなっている細胞領域と一致していた（図中A）。
【０１０２】
一方、図１８に示すように、細胞増殖マーカーであるPCNAに対する抗体を用いたIHC染
色の結果から、AS18投与群で陽性率が低下しており、AS1842856投与による細胞増殖抑制
傾向が示された。PCNAに対する抗体に対する陰性細胞の大部分もまた、HE染色の結果から
AS1842856投与の影響と考えられる、核が小さくなっている細胞領域と一致していた（図
中A）。
【０１０３】
また、図１９に示すように、細胞増殖マーカーであるKi67に対する抗体を用いたIHC染

40

色の結果から、AS18投与群で陽性率が低下しており、AS1842856投与による細胞増殖抑制
傾向が示された。Ki67に対する抗体に対する陰性細胞の大部分もまた、PCNAに対する抗体
を用いたIHC染色と同様に、HE染色の結果からAS1842856投与の影響と考えられる、核が小
さくなっている細胞領域と一致していた（図中A）。
【０１０４】
また、図２０に示すように、細胞増殖マーカーであるMCM2に対する抗体を用いたIHC染
色の結果から、AS18投与群で陽性率が低下しており、AS1842856投与による細胞増殖抑制
傾向が示された。MCM2に対する抗体に対する陰性細胞の大部分もまた、他の細胞増殖マー
カーに対する抗体を用いたIHC染色と同様に、HE染色の結果からAS1842856投与の影響と考
えられる、核が小さくなっている細胞領域と一致していた（図中A）。
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【０１０５】
＜まとめ＞
以上の実験結果から、AS1842856を含む式（X）で示されるキノロン誘導体には、骨髄性
白血病由来の細胞株の増殖をFOXO依存的に抑制する作用があることが理解できる。よって
、AS1842856を含む式（X）で示されるキノロン誘導体は、骨髄性白血病の新規治療薬とな
ることが示された。
【０１０６】
なお、AS1842856と同様に、FOXO阻害剤として知られた化合物（例えばAS1708727）につ
いては、骨髄性白血病由来の細胞株に対する増殖抑制効果が見られず、骨髄性白血病に対
する治療薬として有効でないことが判明した。このように本実施例により、FOXOに対する
阻害活性の有無のみでは、骨髄性白血病に対する治療効果を予測できないこと、またAS18
42856を含む式（X）で示されるキノロン誘導体には骨髄性白血病由来の細胞株に対する極
めて優れた増殖抑制効果があることが明らかとなった。

【図１】

【図２】
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