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(57)【要約】
がん細胞にプログラム細胞死を誘導する方法、及びそのための医薬組成物の提供。
がん細胞内において一酸化窒素の産生を亢進させることを含む、がん細胞にプログラム
細胞死を誘導する方法。がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進する化合物を有効成分として
含有する、がん細胞にプログラム細胞死を誘導するための医薬組成物。がんの予防、改善
、進行抑制、及び／又は、治療の方法における、がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進する
化合物の使用。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進する化合物を有効成分として含有する、がん細胞に
プログラム細胞死を誘導するための、医薬組成物。
【請求項２】
一酸化窒素産生の亢進が、膜貫通型蛋白質を介した一酸化窒素産生の亢進である、請求
項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
前記がん細胞が、ATPの産生が酸化的リン酸化よりも解糖系に依存するがん細胞である
、請求項１又は２に記載の医薬組成物。
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【請求項４】
前記がん細胞が、ワールブルグ効果を発現しているがん細胞である、請求項１から３の
いずれかに記載の医薬組成物。
【請求項５】
前記化合物が、下記一般式（Ｉ）で表される化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれ
らの製薬上許容される塩である、請求項１から４のいずれかに記載の医薬組成物。
【化１】
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式（Ｉ）において、Ａは、置換基を有する若しくは非置換の単環、二環若しくは二環縮
合のアリール基又はヘテロアリール基であり、
Ｘは、酸素原子、−Ｃ（＝Ｏ）−、−Ｃ（＝Ｓ）−、又は、−ＳＯ2−であり、
Ｒ1は、水素原子、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、置換基を有する
若しくは非置換のＣ2‑6アルケニル基、置換基を有する若しくは非置換のＣ2‑6アルキニル
基、置換基を有する若しくは非置換のＣ6‑10アリール基、ハロゲン原子、ニトロ基、シア
ノ基、アジド基、ヒドロキシ基、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルコキシ基、

30

置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキルチオ基、置換基を有する若しくは非置換
のＣ1‑6アルキルスルホニル基、カルボキシ基、ホルミル基、置換基を有する若しくは非
置換のＣ1‑6アルコキシカルボニル基、アシル基、アシルアミノ基、又はスルファモイル
基であり、
Ｒ2は、水素原子、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、又はハロゲン原
子であり、
Ｒ3は、水素原子、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、置換基を有する
若しくは非置換のＣ6‑10アリール基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、置換基を有する若し
くは非置換のＣ1‑6アルコキシ基、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキルチオ基
、置換基を有する若しくは非置換の含窒素複素環、置換基を有する若しくは非置換の縮合
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芳香族複素環、又は下記一般式（ＩＩ）で表され、
【化２】

式（ＩＩ）において、Ｒ4及びＲ5は、互いに同一又は異なって、水素原子、置換基を有
する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、置換基を有する若しくは非置換の含窒素複素環
、置換基を有する若しくは非置換の縮合芳香族複素環、アシル基、若しくはアシルアミノ
基を示し；又は、
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Ｒ4及びＲ5は、隣接する窒素原子と一緒になって、置換基を有する若しくは非置換の複
素環、又は、置換基を有する若しくは非置換の縮合芳香族複素環を形成し；又は
Ｒ4及びＲ5は、置換基を有する若しくは非置換のシクロアルキリデンアミノ基、又は、
置換基を有する若しくは非置換の芳香族環縮合シクロアルキリデン基を示す。
【請求項６】
前記化合物が、下記一般式（ＩＩＩ）で表される化合物若しくはそのプロドラッグ又は
それらの製薬上許容される塩である、請求項１から５のいずれかに記載の医薬組成物。
【化３】
10

式（ＩＩＩ）において、Ａは、置換基を有する若しくは非置換の単環、二環若しくは二
環縮合のアリール基又はヘテロアリール基であり、
Ｘは、酸素原子、−Ｃ（＝Ｏ）−、−Ｃ（＝Ｓ）−、又は、−ＳＯ2−であり、
Ｒ1は、水素原子、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、置換基を有する
若しくは非置換のＣ2‑6アルケニル基、置換基を有する若しくは非置換のＣ2‑6アルキニル
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基、置換基を有する若しくは非置換のＣ6‑10アリール基、ハロゲン原子、ニトロ基、シア
ノ基、アジド基、ヒドロキシ基、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルコキシ基、
置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキルチオ基、置換基を有する若しくは非置換
のＣ1‑6アルキルスルホニル基、カルボキシ基、ホルミル基、置換基を有する若しくは非
置換のＣ1‑6アルコキシカルボニル基、アシル基、アシルアミノ基、又はスルファモイル
基であり、
Ｒ2は、水素原子、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、又はハロゲン原
子であり、
Ｒ4及びＲ5は、互いに同一又は異なって、水素原子、置換基を有する若しくは非置換の
Ｃ1‑6アルキル基、置換基を有する若しくは非置換の含窒素複素環、置換基を有する若し
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くは非置換の縮合芳香族複素環、アシル基、若しくはアシルアミノ基であり、；又は、
Ｒ4及びＲ5は、隣接する窒素原子と一緒になって、置換基を有する若しくは非置換の複
素環、又は、置換基を有する若しくは非置換の縮合芳香族複素環を形成し；又は
Ｒ4及びＲ5は、置換基を有する若しくは非置換のシクロアルキリデンアミノ基、又は、
置換基を有する若しくは非置換の芳香族環縮合シクロアルキリデン基を示す。
【請求項７】
がん細胞内のＮＡＤＰＨの産生を低下させる剤を含有又は併用する、請求項１から６の
いずれかに記載の医薬組成物。
【請求項８】
がん細胞にプログラム細胞死を誘導する方法であって、

40

がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進させることを含む、方法。
【請求項９】
一酸化窒素産生の亢進が、膜貫通型蛋白質を介した一酸化窒素産生の亢進である、請求
項７に記載の方法。
【請求項１０】
前記がん細胞が、ＡＴＰの産生が酸化的リン酸化よりも解糖系に依存するがん細胞であ
る、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１１】
前記がん細胞が、ワールブルグ効果を発現しているがん細胞である、請求項７から９の
いずれかに記載の方法。
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【請求項１２】
一酸化窒素産生の亢進が、がん細胞に請求項１から６のいずれかに記載の医薬組成物を
接触させること、あるいは、がん細胞を有する生体に請求項１から６のいずれかに記載の
医薬組成物を投与することにより行われる、請求項７から１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
さらに、がん細胞内のNADPHの産生を低下させる剤をがん細胞に取り込ませることを含
む、請求項８から１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
一酸化窒素産生の亢進が、さらに、一酸化窒素合成酵素の基質及び／又は基質となりう
る物質を、がん細胞に接触させるか、又はがん細胞を有する生体に投与することを含む、
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請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方法における、がん細胞内の一酸化
窒素産生を亢進する化合物の使用。
【請求項１６】
一酸化窒素産生の亢進が、膜貫通型蛋白質を介した一酸化窒素産生の亢進である、請求
項１４に記載の使用。
【請求項１７】
前記がん細胞が、ATPの産生が酸化的リン酸化よりも解糖系に依存するがん細胞である
、請求項１４又は１５に記載の使用。

20

【請求項１８】
前記がん細胞が、ワールブルグ効果を発現しているがん細胞である、請求項１４から１
６のいずれかに記載の使用。
【請求項１９】
さらに、がん細胞内のNADPHの産生を低下させる剤の併用を含む、請求項１４から１７
のいずれかに記載の使用。
【請求項２０】
がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療における、請求項１から６のいずれか
に記載の医薬組成物の使用。
【請求項２１】
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さらに、がん細胞内のNADPHの産生を低下させる剤の併用を含む、請求項２０に記載の
使用。
【請求項２２】
がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方法であって、請求項１から６のい
ずれかに記載の医薬組成物を対象に投与することを含む、方法。
【請求項２３】
さらに、がん細胞内のNADPHの産生を低下させる剤を対象に投与することを含む、請求
項２２に記載の方法。
【請求項２４】
さらに、一酸化窒素合成酵素の基質及び／又は基質となりうる物質を対象に投与するこ
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とを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
細胞内の一酸化窒素の産生低下に起因する疾病の予防、改善、進行抑制、及び／又は治
療のための医薬組成物であって、
請求項５で規定された一般式（Ｉ）で表される化合物、請求項６で規定された一般式（Ｉ
ＩＩ）で表される化合物若しくはそれらのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩
を、有効成分として含む、医薬組成物。
【請求項２６】
生活習慣病及び／又はメタボリックシンドロームの予防、改善、進行抑制、及び／又は
治療のための医薬組成物であって、
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請求項５で規定された一般式（Ｉ）で表される化合物、請求項６で規定された一般式（
ＩＩＩ）で表される化合物若しくはそれらのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される
塩を、有効成分として含む、医薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は、がん細胞にプログラム細胞死を誘導するための医薬組成物、その使用、及び
、がん細胞にプログラム細胞死を誘導する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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特許文献１は、血管内皮性一酸化窒素産生促進及び／又は内皮性一酸化窒素合成酵素活
性剤を含有する動脈閉塞症治療剤を開示する。
【０００３】
特許文献２は、マクロファージからの一酸化窒素の産生を亢進する成分を含有する抗腫
瘍剤を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2007‑186434号公報
【特許文献２】特開2012‑153612号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
がん細胞にプログラム細胞死を誘導する方法、及びそのための医薬組成物を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本開示は、一態様において、がん細胞にプログラム細胞死を誘導する方法であって、が
ん細胞内において一酸化窒素の産生を亢進させることを含む方法に関する。
本開示は、その他の態様において、がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進する化合物を有
効成分として含有する、がん細胞にプログラム細胞死を誘導するための医薬組成物に関す
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る。
本開示は、その他の態様において、がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の
方法における、がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進する化合物の使用に関する。
本開示は、その他の態様において、細胞内の一酸化窒素の産生低下に起因する疾病の予
防、改善、進行抑制、及び／又は治療のための医薬組成物、並びにそのための方法に関す
る。
本開示は、その他の態様において、生活習慣病及び／又はメタボリックシンドロームの
予防、改善、進行抑制、及び／又は治療のための医薬組成物、並びにそのための方法に関
する。
【発明の効果】
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【０００７】
本開示によれば、一態様において、がん細胞にプログラム細胞死を誘導することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本開示に係る化合物によってがん細胞内のNO産生量が亢進することを確
認した結果のグラフである。
【図２】図２は、本開示に係る化合物による抗腫瘍効果をCF SE‑DAによる生細胞染色で確
認した結果の写真である。
【図３】図３は、本開示に係る化合物による抗腫瘍効果をWST‑8アッセイで生細胞数測定
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をした結果のグラフである。
【図４】図４は、本開示に係る化合物によるカスパーゼ３の活性化をフローサイトメトリ
ーによるドットプロットで確認した結果の図である。
【図５】図５は、本開示に係る化合物によるカスパーゼ３の活性化のNO依存性をフローサ
イトメトリーによるドットプロットで確認した結果の図である。
【図６】図６は、本開示に係る化合物による抗腫瘍効果とグルコース飢餓状態との関係を
示すWST‑8アッセイの結果のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本開示は、一態様において、がん細胞内で一酸化窒素（NO）産生を促進させると、当該
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がん細胞にプログラム細胞死を誘導できる、という新たな知見に基づく。
【００１０】
がん細胞内のNO産生が亢進することにより当該がん細胞にプログラム細胞死が誘導され
るメカニズムの詳細は明らかではないが、以下のように考えられる。
細胞内でNO産生量が多くなると細胞内の酸化還元状態を維持するために還元型グルタチ
オンやチオレドキシンを利用し、それらを再還元するためにNADPHが消費されることにな
る。そして、量的に少なくなったNADPHを補充するため細胞はグルコースを消費してNADPH
を産生する（ペントースリン酸回路）。また、細胞内NOの増加は、チオレドキシン活性を
阻害する分子の減少も誘導する。その結果、正常細胞においては抗酸化作用が向上するこ
ととなる。
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一方、がん細胞では、通常、酸化的リン酸化ではなく、解糖系でATPを産生する。その
ため、がん細胞ではグルコース消費量が高い（ワールブルグ効果）。このようながん細胞
でNO産生が亢進されると、量的に少なくなったNADPHを補充するため細胞はグルコースを
より一層消費し、その結果、グルコースが欠乏してアポトーシスが誘導されることとなる
と推定される。但し、本開示はこれらのメカニズムに限定されなくてもよい。
【００１１】
［がん細胞にプログラム細胞死を誘導する方法］
よって、本開示は、一態様において、がん細胞にプログラム細胞死を誘導する方法であ
って、がん細胞内において一酸化窒素（NO）の産生を亢進させることを含む方法に関する
（「本開示に係る誘導方法」ともいう）。
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【００１２】
本開示においてがん細胞は、ヒト又はヒト以外の動物の細胞をいう。また、本開示にお
いてがん細胞とは、悪性腫瘍の細胞をいう。
本開示においてプログラム細胞死とは、アポトーシス、オートファジーを伴う細胞死、
及び、ネクローシス型プログラム細胞死を含む。アポトーシスは、一又は複数の実施形態
において、アポトーシスのマーカー（例えば、カスパーゼ３）の活性化を検出することで
確認できる。オートファジー細胞死は、一又は複数の実施形態において、オートファジー
のマーカー（例えば、ＬＣ３−ＩＩ）の発現亢進で確認できる。
【００１３】
がん細胞内のNO産生を亢進させる方法としては、限定されない一又は複数の実施形態に
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おいて、がん細胞内のNO産生を亢進できる化合物を接触させることが挙げられる。がん細
胞内におけるNO産生亢進は、限定されない一又は複数の実施形態において、膜貫通型蛋白
質を介したNO産生亢進である。前記膜貫通型蛋白質としては、Ｇタンパク質共役受容体（
GPCR）やその他のチャネルが挙げられ、一又は複数の実施形態において、S1P3、ADOR1、T
RPV1、TRPV3、及びTRPA1が挙げられるがこれらに限定されない。がん細胞内のNO産生を亢
進できる化合物としては、一又は複数の実施形態において、がん細胞における一酸化窒素
合成酵素(NOS)等を活性化させ、NO産生を誘導可能な化合物が挙げられる。該化合物とし
ては、一又は複数の実施形態において、後述する本開示に係る化合物が挙げられる。
【００１４】
がん細胞内のNO産生を亢進させる方法としては、一又は複数の実施形態において、後述
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する本開示に係る化合物又は本開示に係る医薬組成物による方法が挙げられる。すなわち
、がん細胞に本開示に係る化合物又は本開示に係る医薬組成物を接触させること、あるい
は、がん細胞を有する生体に本開示に係る化合物又は本開示に係る医薬組成物を投与する
ことにより行うことができる。本態様に係る方法は、in vivo、in vitro、ex vivoで行う
ことができる。
【００１５】
がん細胞内のNO産生は、限定されない一又は複数の実施形態において、NO指示薬を使用
して検出することができる。具体的には実施例に記載の方法が挙げられるが、これに限定
されない。
【００１６】

10

がん細胞内のNO産生を亢進させることでプログラム細胞死を誘導できるがん細胞として
は、一又は複数の実施形態において、グルコース依存性が高いがん細胞が挙げられる。グ
ルコース依存性の高いがん細胞とは、一又は複数の実施形態において、ATP産生が酸化的
リン酸化よりも解糖系に依存するがん細胞であり、あるいは、ワールブルグ効果を発現し
ているがん細胞が挙げられる。
グルコース依存性が高いがん細胞は、例えば、PET（陽電子放射断層撮影）プローブ（1
8

F‑FDG；2‑フルオロ‑2‑デオキシ‑D‑グルコース）を用いたPET検査により確認できる。
したがって、がん細胞内のNO産生を亢進させることでプログラム細胞死を誘導できるが

ん細胞としては、一又は複数の実施形態において、PET陽性のがん細胞が挙げられる。
がん細胞内のNO産生を亢進させることでプログラム細胞死を誘導できるがん細胞の種類
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又は病巣は特に限定されない。限定されない一又は複数の実施形態において、脳腫瘍、グ
リオブラストーマ、膵管がん、横紋筋肉腫、肺がん、大腸がん、皮膚がん、前立腺がん、
乳がん、又は、卵巣がんなどが挙げられる。
【００１７】
本開示に係る誘導方法の一又は複数の実施形態において、プログラム細胞死の誘導効率
向上の点から、がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進させることに加えて、解糖系で代謝で
きない又は解糖系で代謝できない中間代謝物となるグルコース誘導体をがん細胞に取り込
ませることが好ましい。そのようなグルコース誘導体としては、例えば、２‑デオキシ‑D‑
グルコース（2‑DG）が挙げられる。2‑DGを多く取り込む細胞は、その代謝過程において、
解糖系では代謝できない2‑DG‑6リン酸を細胞内に蓄積する。その結果、解糖系とペントー
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スリン酸経路が阻害され、NADPHの産生が低下し、NOによるプログラム細胞死の誘導効率
が向上する。
【００１８】
本開示に係る誘導方法の一又は複数の実施形態において、プログラム細胞死の誘導効率
向上の点から、がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進させることに加えて、がん細胞内のNA
DPHの産生を低下させることが好ましい。
NADPH産生の低下は、解糖系の阻害、ペントースリン酸経路の阻害、リンゴ酸デヒドロ
ゲナーゼの阻害、イソクエン酸デヒドロゲナーゼの阻害、アミノ酸トランスポーターの阻
害等により行うことができる。
ペントースリン酸経路の阻害としては、一又は複数の実施形態において、ヘキソース阻

40

害作用を示す物質を用いることができる。
解糖系を阻害できる薬剤としては、一又は複数の実施形態において、ロニダニン、３−
ブロモピルビン酸、イマチニブなどが挙げられる。
【００１９】
本開示に係る誘導方法の一又は複数の実施形態において、本開示に係る化合物又は本開
示に係る医薬組成物によるがん細胞内の一酸化窒素産生の亢進に加えて、一酸化窒素合成
酵素の基質及び／又は基質となりうる物質を、がん細胞に接触させるか、がん細胞を有す
る生体に投与することを含むことが好ましい。
一酸化窒素合成酵素の基質及び／又は基質となりうる物質としては、一又は複数の実施
形態において、該酵素により消費される物質が挙げられ、例えば、アルギニン、シトルリ
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ン、又はアルギノコハク酸等が挙げられる。
【００２０】
本開示はさらに以下の限定されない一又は複数の実施形態に関する。
〔Ａ１〕

がん細胞にプログラム細胞死を誘導する方法であって、がん細胞内の一酸化

窒素産生を亢進させることを含む方法。
〔Ａ２〕

前記一酸化窒素産生の亢進が、膜貫通型蛋白質を介した一酸化窒素産生の亢

進である〔Ａ１〕に記載の方法。
〔Ａ３〕

前記がん細胞が、ATPの産生が酸化的リン酸化よりも解糖系に依存するがん

細胞である〔Ａ１〕又は〔Ａ２〕に記載の方法。
〔Ａ４〕

前記がん細胞が、ワールブルグ効果を発現しているがん細胞である〔Ａ１〕

10

から〔Ａ３〕のいずれかに記載の方法。
〔Ａ５〕

一酸化窒素産生の亢進が、がん細胞に本開示に係る化合物又は本開示に係る

医薬組成物を接触させること、あるいは、がん細胞を有する生体に本開示に係る化合物又
は本開示に係る医薬組成物を投与することにより行われる〔Ａ１〕から〔Ａ４〕のいずれ
かに記載の方法。
〔Ａ６〕

さらに、がん細胞内のNADPHの産生を低下させる剤をがん細胞に取り込ませ

ることを含む、〔Ａ１〕から〔Ａ５〕のいずれかに記載の方法。
〔Ａ７〕

さらに、解糖系の阻害、ペントースリン酸経路の阻害、リンゴ酸デヒドロゲ

ナーゼの阻害、イソクエン酸デヒドロゲナーゼの阻害、及びアミノ酸トランスポーターの
阻害からなる群から選択される少なくとも１つの阻害を行う剤をがん細胞に取り込ませる
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ことを含む、〔Ａ１〕から〔Ａ５〕のいずれかに記載の方法。
〔Ａ８〕

さらに、解糖系の阻害剤をがん細胞に取り込ませることを含む、〔Ａ１〕か

ら〔Ａ５〕のいずれかに記載の方法。
〔Ａ９〕

さらに、ヘキソキナーゼの阻害作用を有する物質をがん細胞に取り込ませる

ことを含む、〔Ａ１〕から〔Ａ５〕のいずれかに記載の方法。
〔Ａ１０〕

さらに、解糖系で代謝できない又は解糖系で代謝できない中間代謝物とな

るグルコース誘導体をがん細胞に取り込ませることを含む、〔Ａ１〕から〔Ａ５〕のいず
れかに記載の方法。
〔Ａ１１〕

プログラム細胞死が、アポトーシスである、〔Ａ１〕から〔Ａ１０〕のい
30

ずれかに記載の方法。
〔Ａ１２〕

さらに、一酸化窒素合成酵素の基質及び／又は基質となりうる物質をがん

細胞に取り込ませることを含む、〔Ａ５〕から〔Ａ１１〕に記載の方法。

〔Ａ１３〕

NO産生の亢進が、さらに、一酸化窒素合成酵素の基質及び／又は基質となりうる物質を、
がん細胞に接触させるか、又はがん細胞を有する生体に投与することを含む、〔Ａ５〕か
ら〔Ａ１１〕に記載の方法。
【００２１】
［がん細胞にプログラム細胞死を誘導するための医薬組成物］
本開示は、一態様において、がん細胞内の一酸化窒素（NO）産生を亢進する化合物を有
効成分として含有する、がん細胞にプログラム細胞死を誘導するための医薬組成物に関す
る（「本開示に係る医薬組成物」ともいう）。本開示に係る医薬組成物は、がん細胞内の
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NO産生を亢進する化合物を有効量含有することが好ましい。前記有効量とは、一又は複数
の実施形態において、がん細胞にプログラム細胞死を誘導できる量である。「がん細胞内
のNO産生を亢進する化合物」については後述する。本開示に係る医薬組成物でプログラム
細胞死が誘導できるがん細胞は、上述の、がん細胞内のNO産生を亢進させることでプログ
ラム細胞死を誘導できるがん細胞と同様である。
【００２２】
がん細胞内のNO産生を亢進する化合物によるNO産生の亢進は、限定されない一又は複数
の実施形態において、膜貫通型蛋白質を介したNO産生亢進である。前記膜貫通型蛋白質と
しては、上述のようにＧタンパク質共役受容体（GPCR）やその他のチャネルが挙げられる
。
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【００２３】
本開示に係る医薬組成物は、一又は複数の実施形態において、プログラム細胞死の誘導
効率向上の点から、がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進させることに加えて、がん細胞内
のNADPHの産生を低下させる剤を含有又は併用することが好ましい。
NADPH産生の低下は、解糖系の阻害、ペントースリン酸経路の阻害、リンゴ酸デヒドロ
ゲナーゼの阻害、イソクエン酸デヒドロゲナーゼの阻害、アミノ酸トランスポーターの阻
害等により行うことができる。
ペントースリン酸経路の阻害としては、一又は複数の実施形態において、ヘキソース阻
害作用を示す物質を用いることができる。
解糖系を阻害できる薬剤としては、一又は複数の実施形態において、ロニダニン、３−

10

ブロモピルビン酸、イマチニブなどが挙げられる。
【００２４】
本開示に係る医薬組成物は、一又は複数の実施形態において、本開示に係る化合物又は
本開示に係る医薬組成物によるがん細胞内のNO産生の亢進に加えて、一酸化窒素合成酵素
の基質及び／又は基質となりうる物質を含有又は併用することが好ましい。
一酸化窒素合成酵素の基質及び／又は基質となりうる物質としては、一又は複数の実施
形態において、該酵素により消費される物質が挙げられ、例えば、アルギニン、シトルリ
ン、又はアルギノコハク酸等が挙げられる。
【００２５】
本開示に係る医薬組成物は、プログラム細胞死の誘導効率向上の点から、解糖系で代謝

20

できない又は解糖系で代謝できない中間代謝物となるグルコース誘導体をさらに含有して
もよい。含有量としては、有効量が挙げられる。該有効量は、一又は複数の実施形態にお
いて、がん細胞の解糖系及び／又はペントースリン酸経路を阻害できる量が挙げられる。
【００２６】
本態様の医薬組成物は、一又は複数の実施形態において、周知の製剤技術を適用し、投
与形態に適した剤形とすることができる。その投与形態としては、これらに限定されない
が、例えば、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤、丸剤、トローチ剤、シロップ剤、液剤等
の剤形による経口投与が挙げられる。或いは、注射剤、液剤、エアゾール剤、坐剤、貼布
剤、パップ剤、ローション剤、リニメント剤、軟膏剤、点眼剤等の剤形による非経口投与
を挙げることができる。これらの製剤は、これらに限定されないが、賦形剤、滑沢剤、結

30

合剤、崩壊剤、安定化剤、矯味矯臭剤、希釈剤などの添加剤を用いて周知の方法で製造さ
れうる。
【００２７】
前記賦形剤としては、これらに限定されないがデンプン、バレイショデンプン、トウモ
ロコシデンプン等のデンプン、乳糖、結晶セルロース、リン酸水素カルシウム等を挙げる
ことができる。前記コーティング剤としては、これらに限定されないが、エチルセルロー
ス、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、セラック、
タルク、カルナウバロウ、パラフィン等を挙げることができる。前記結合剤としては、こ
れらに限定されないが、ポリビニルピロリドン、マクロゴール及び前記賦形剤と同様の化
合物を挙げることができる。前記崩壊剤としては、これらに限定されないが、前記賦形剤
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と同様の化合物及びクロスカルメロースナトリウム、カルボキシメチルスターチナトリウ
ム、架橋ポリビニルピロリドンのような化学修飾されたデンプン・セルロース類を挙げる
ことができる。前記安定化剤としては、これらに限定されないが、メチルパラベン、プロ
ピルパラベンのようなパラオキシ安息香酸エステル類；クロロブタノール、ベンジルアル
コール、フェニルエチルアルコールのようなアルコール類；塩化ベンザルコニウム；フェ
ノール、クレゾールのようなフェエノール類；チメロサール；デヒドロ酢酸；及びソルビ
ン酸を挙げることができる。前記矯味矯臭剤としては、これらに限定されないが、通常使
用される、甘味料、酸味料、香料等を挙げることができる。
【００２８】
また、液剤の製造には、溶媒として、これらに限定されないが、エタノール、フェノー
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ル、クロロクレゾール、精製水、蒸留水等を使用することができ、必要に応じて界面活性
剤又は乳化剤等も使用できる。前記界面活性剤又は乳化剤としては、これらに限定されな
いが、ポリソルベート８０、ステアリン酸ポリオキシル４０、ラウロマクロゴール等を挙
げることができる。
【００２９】
本態様の医薬組成物の使用方法は、症状、年齢、投与方法等により異なりうる。使用方
法は、これらに限定されないが、有効成分であるがん細胞内のNO産生を亢進する化合物の
体内濃度が１００ｎＭ〜１ｍＭの間のいずれかになるように、間欠的若しくは持続的に、
経口、経皮、粘膜下、皮下、筋肉内、血管内、脳内、又は腹腔内に投与することができる
。限定されない実施形態として、経口投与の場合、対象（ヒトであれば成人）に対して１
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日あたり、がん細胞内のNO産生を亢進する化合物で表される化合物に換算して、下限とし
て０．０１ｍｇ（好ましくは０．１ｍｇ）、上限として、２０００ｍｇ（好ましくは５０
０ｍｇ、より好ましくは１００ｍｇ）を１回又は数回に分けて、症状に応じて投与するこ
とが挙げられる。限定されない実施形態として、静脈内投与の場合には、対象（ヒトであ
れば成人）に対して１日当たり、下限として０．００１ｍｇ（好ましくは０．０１ｍｇ）
、上限として、５００ｍｇ（好ましくは５０ｍｇ）を１回又は数回に分けて、症状に応じ
て投与することが挙げられる。
【００３０】
本開示はさらに以下の限定されない一又は複数の実施形態に関する。
〔Ｂ１〕

がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進する化合物を有効成分として含有する、
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がん細胞にプログラム細胞死を誘導するための、医薬組成物。
〔Ｂ２〕

前記一酸化窒素産生の亢進が、膜貫通型蛋白質を介した一酸化窒素産生の亢

進である〔Ｂ１〕に記載の医薬組成物。
〔Ｂ３〕

前記がん細胞が、ATPの産生が酸化的リン酸化よりも解糖系に依存するがん

細胞である〔Ｂ１〕又は〔Ｂ２〕に記載の医薬組成物。
〔Ｂ４〕

前記がん細胞が、ワールブルグ効果を発現しているがん細胞である〔Ｂ１〕

から〔Ｂ３〕のいずれかに記載の医薬組成物。
〔Ｂ５〕

プログラム細胞死が、アポトーシスである、〔Ｂ１〕から〔Ｂ４〕のいずれ

かに記載の医薬組成物。
〔Ｂ６〕

がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進する化合物が、後述する本開示に係る化
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合物である、〔Ｂ１〕から〔Ｂ５〕のいずれかに記載の医薬組成物。
〔Ｂ７〕

さらに、がん細胞内のNADPHの産生を低下させる剤を含有又は併用する、〔

Ｂ１〕から〔Ｂ６〕のいずれかに記載の医薬組成物。
〔Ｂ８〕

さらに、前記がん細胞において、解糖系の阻害、ペントースリン酸経路の阻

害、リンゴ酸デヒドロゲナーゼの阻害、イソクエン酸デヒドロゲナーゼの阻害、及びアミ
ノ酸トランスポーターの阻害からなる群から選択される少なくとも１つの阻害を行う剤を
含有又は併用する、〔Ｂ１〕から〔Ｂ６〕のいずれかに記載の医薬組成物。
〔Ｂ９〕

さらに、解糖系の阻害剤を含有又は併用する、〔Ｂ１〕から〔Ｂ６〕のいず

れかに記載の医薬組成物。
〔Ｂ１０〕

さらに、ヘキソキナーゼの阻害作用を有する物質を含有又は併用する、〔

40

Ｂ１〕から〔Ｂ６〕のいずれかに記載の医薬組成物。
〔Ｂ１１〕

さらに、解糖系で代謝できない又は解糖系で代謝できない中間代謝物とな

るグルコース誘導体を含有又は併用する、〔Ｂ１〕から〔Ｂ１０〕のいずれかに記載の医
薬組成物。
〔Ｂ１２〕

さらに、一酸化窒素合成酵素の基質及び／又は基質となりうる物質を含有

又は併用する、〔Ｂ１〕から〔Ｂ６〕のいずれかに記載の医薬組成物。
【００３１】
［がん細胞内の一酸化窒素産生を亢進する化合物］
本開示における「がん細胞内の一酸化窒素（NO）産生を亢進する化合物」は、一又は複
数の実施形態において、下記一般式（Ｉ）で表される化合物若しくはそのプロドラッグ又
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はそれらの製薬上許容される塩である（「本開示に係る化合物」ともいう）。
【００３２】
よって、本開示は、一態様において、下記一般式（Ｉ）で表される化合物若しくはその
プロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩に関する。
また、本開示は、その他の態様において、下記一般式（Ｉ）で表される化合物若しくは
そのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩の使用、及び、それらを含む医薬組成
物に関する。前記医薬組成物は、がん細胞にプログラム細胞死を誘導する用途に使用でき
る。
【００３３】
【化１】

10

式（Ｉ）において、Ａは、置換基を有する若しくは非置換の単環、二環若しくは二環縮
合のアリール基又はヘテロアリール基であり、
Ｘは、酸素原子、−Ｃ（＝Ｏ）−、−Ｃ（＝Ｓ）−、又は、−ＳＯ2−であり、
Ｒ1は、水素原子、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、置換基を有する

20

若しくは非置換のＣ2‑6アルケニル基、置換基を有する若しくは非置換のＣ2‑6アルキニル
基、置換基を有する若しくは非置換のＣ6‑10アリール基、ハロゲン原子、ニトロ基、シア
ノ基、アジド基、ヒドロキシ基、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルコキシ基、
置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキルチオ基、置換基を有する若しくは非置換
のＣ1‑6アルキルスルホニル基、カルボキシ基、ホルミル基、置換基を有する若しくは非
置換のＣ1‑6アルコキシカルボニル基、アシル基、アシルアミノ基、又はスルファモイル
基であり、
Ｒ2は、水素原子、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、又はハロゲン原
子であり、
Ｒ3は、水素原子、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、置換基を有する

30

若しくは非置換のＣ6‑10アリール基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、置換基を有する若し
くは非置換のＣ1‑6アルコキシ基、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキルチオ基
、置換基を有する若しくは非置換の含窒素複素環、置換基を有する若しくは非置換の縮合
芳香族複素環、又は下記一般式（ＩＩ）で表され、
【化２】

式（ＩＩ）において、Ｒ4及びＲ5は、互いに同一又は異なって、水素原子、置換基を有

40

する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、置換基を有する若しくは非置換の含窒素複素環
、置換基を有する若しくは非置換の縮合芳香族複素環、アシル基、若しくはアシルアミノ
基を示し；又は、
Ｒ4及びＲ5は、隣接する窒素原子と一緒になって、置換基を有する若しくは非置換の複
素環、又は、置換基を有する若しくは非置換の縮合芳香族複素環を形成し；又は
Ｒ4及びＲ5は、置換基を有する若しくは非置換のシクロアルキリデンアミノ基、又は、
置換基を有する若しくは非置換の芳香族環縮合シクロアルキリデン基を示す。
【００３４】
式（ＩＩ）において、波線を付した結合手は、式（Ｉ）との結合部分を示す。
【００３５】
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上記一般式（Ｉ）のＡとしては、一又は複数の実施形態において、下記が挙げられる。
【化３】

【００３６】
上記式で表されるＡにおいて、Ｒ6―Ｒ9は、それぞれ独立して、水素原子、置換基を有
する若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基、置換基を有する若しくは非置換のＣ2‑6アルケニ

10

ル基、置換基を有する若しくは非置換のＣ2‑6アルキニル基、置換基を有する若しくは非
置換のＣ6‑10アリール基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、アジド基、ヒドロキシ基
、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルコキシ基、置換基を有する若しくは非置換
のＣ1‑6アルキルチオ基、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルキルスルホニル基、
カルボキシ基、ホルミル基、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルコキシカルボニ
ル基、アシル基、アシルアミノ基、又はスルファモイル基である。あるいは、Ｒ6及びＲ7
は、互いに隣り合って、置換基を有する若しくは非置換の単素環又は複素環を形成する。
Ｒ6は、一又は複数の実施形態において、水素原子、置換基を有する若しくは非置換の
Ｃ1‑2アルキル基、置換基を有する若しくは非置換のＣ6‑10アリール基、ハロゲン原子、
ニトロ基、シアノ基、アジド基、ヒドロキシ基、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6
7

20

6

アルコキシ基であり、Ｒ は、一実施形態において、水素原子であり、あるいは、Ｒ 及び
Ｒ7は、互いに隣り合って、置換基を有する若しくは非置換の６員の単素環又は複素環を
形成する。
Ｒ8及びＲ9は、一又は複数の実施形態において、水素原子、置換基を有する若しくは非
置換のＣ1‑2アルキル基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、アジド基、ヒドロキシ基
、置換基を有する若しくは非置換のＣ1‑6アルコキシ基である。
上記式において、波線を付した結合手は、式（Ｉ）におけるＸとの結合部分を示す。
【００３７】
上記一般式（Ｉ）のＡとしては、一又は複数の実施形態において、下記が挙げられる。
【化４】

30

40
【００３８】
上記一般式（Ｉ）のＲ1としては、一又は複数の実施形態において、水素原子、Ｃ1‑3ア
ルキル基、ハロゲン置換Ｃ1‑3アルキル基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、アジド
基、ヒドロキシ基、Ｃ1‑6アルコキシ基が挙げられる。Ｒ1としては、一又は複数の実施形
態において、水素原子、Ｃ1‑3アルキル基、又はハロゲン置換Ｃ1‑3アルキル基であり、好
ましくはトリフルオロメチル基である。
上記一般式（Ｉ）のＲ2としては、一又は複数の実施形態において、水素原子が挙げら
れる。
【００３９】
上記一般式（Ｉ）のＲ3としては、一又は複数の実施形態において、デカヒドロイソキ
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ノリン基、ｔｒａｎｓ−デカヒドロイソキノリン基、及びｃｉｓ−デカヒドロイソキノリ
ン基等が挙げられ、具体的には、下記が挙げられる。
【化５】

【００４０】

10

本開示に係る化合物は、一又は複数の実施形態において、下記一般式（ＩＩＩ）で表さ
れる化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩である。
【化６】

20
【００４１】
本開示に係る化合物は、一又は複数の実施形態において、下記一般式（ＩＶａ）〜（Ｉ
Ｖｅ）で表される化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩であ
る。
【００４２】
【化７】

30

40

【００４３】
一般式（ＩＶａ）〜（ＩＶｅ）のＸとしては、一又は複数の実施形態において、−Ｃ（
＝Ｏ）−、−Ｃ（＝Ｓ）−、又は−ＳＯ2−であり、好ましくは−Ｃ（＝Ｓ）−、又は−
ＳＯ2−である。一般式（ＩＶｂ）のＸとしては、がん細胞にプログラム細胞死を誘導す
る観点から、一又は複数の実施形態において、−ＳＯ2−である。一般式（ＩＶｃ）のＸ
としては、がん細胞にプログラム細胞死を誘導する観点から、一又は複数の実施形態にお
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いて、−Ｃ（＝Ｏ）−、又は−Ｃ（＝Ｓ）−である。
【００４４】
一般式（ＩＶａ）〜（ＩＶｅ）のＡとしては、一又は複数の実施形態において、下記が
挙げられる。
【化８】

上記式において、Ｒ6は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、又は置換基を有す

10

7

る若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基であり、Ｒ は水素原子である。
【００４５】
一般式（ＩＶａ）〜（ＩＶｅ）のＡとしては、一又は複数の実施形態において、好まし
くは、下記が挙げられる。
【化９】

上記式において、Ｒ6は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、又は置換基を有す

20

る若しくは非置換のＣ1‑6アルキル基であり、一又は複数の実施形態において、水素原子
、ハロゲン原子又はヒドロキシル基であり、好ましくはフッ素原子又は臭素原子である。
【００４６】
一般式（ＩＶａ）〜（ＩＶｅ）のＡとしては、一又は複数の実施形態において、より好
ましくは、下記が挙げられ、
【化１０】

さらに好ましくは、下記が挙げられる。
【化１１】

【００４７】
本開示に係る化合物は、一又は複数の実施形態において、下記一般式（Ｖａ）〜（ＶＩ
ＩＩｅ）で表される化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩で
ある。
【００４８】
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【化１２】

10

20

30

【００４９】
本開示に係る化合物は、一又は複数の実施形態において、下記一般式（ＩＸａ）〜（Ｘ
ＩＩｅ）で表される化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩で
ある。
【００５０】

(16)
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【化１３】

10

20
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【００５１】
上記一般式（ＩＩＩ）〜（ＸＩＩｅ）において、Ａ及びＲ1―Ｒ6は、上記一般式（Ｉ）
における説明を参照できる。
【００５２】
上記一般式（Ｉ）及び（ＩＩＩ）〜（ＸＩＩｅ）において、がん細胞にプログラム細胞
死を誘導する観点から、Ｒ1は、ハロゲントリ置換Ｃ1‑3アルキル基が好ましく、より好ま
しくはトリフルオロメチル基であり、Ｒ2は、水素原子又はハロゲン原子が好ましく、よ
り好ましくは水素原子であり、Ｒ6は、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、ヒドロキシ
基、Ｃ1‑3アルコキシ基、又はＣ1‑3アルキル基が好ましく、より好ましくは水素原子、ハ
ロゲン原子、メチル基、又はヒドロキシ基であり、さらに好ましくはフッ素原子又は臭素
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原子である。
【００５３】
本開示において、Ｃ1‑6アルキル基としては、一又は複数の実施形態において、メチル
基、エチル基、１−プロピル基、２−プロピル基、２−メチル−１−プロピル基、２−メ
チル−２−プロピル基、１−ブチル基、２−ブチル基、１−ペンチル基、２−ペンチル基
、３−ペンチル基、２−メチル−１−ブチル基、３−メチル−１−ブチル基、２−メチル
−２−ブチル基、３−メチル−２−ブチル基、２，２−ジメチル−１−プロピル基、１−
へキシル基、２−へキシル基、３−へキシル基、２−メチル−１−ペンチル基、３−メチ
ル−１−ペンチル基、４−メチル−１−ペンチル基、２−メチル−２−ペンチル基、３−
メチル−２−ペンチル基、４−メチル−２−ペンチル基、２−メチル−３−ペンチル基、

50

(17)

JP WO2018/079855 A1 2018.5.3

３−メチル−３−ペンチル基、２，３−ジメチル−１−ブチル基、３，３−ジメチル−１
−ブチル基、２，２−ジメチル−１−ブチル基、２−エチル−１−ブチル基、３，３−ジ
メチル−２−ブチル基、２，３−ジメチル−２−ブチル基等の直鎖又は分枝アルキル基、
及び、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル等の環状アルキ
ル基が挙げられる。
【００５４】
本開示において、Ｃ2‑6アルケニル基としては、一又は複数の実施形態において、炭素
数２〜６個の直鎖状または分枝鎖状のアルケニル基を意味し、具体的には例えば、ビニル
基、アリル基、１−プロペニル基、２−プロペニル基、１−ブテニル基、２−ブテニル基
、３−ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基等が挙げられる。
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【００５５】
本開示において、Ｃ2‑6アルキニル基としては、一又は複数の実施形態において、炭素
数２〜６個の直鎖状または分枝鎖状のアルキニル基を意味し、具体的には例えば、エチニ
ル基、１−プロピニル基、２−プロピニル基、ブチニル基、ペンチニル基、ヘキシニル基
等が挙げられる。
【００５６】
本開示において、Ｃ1‑6アルコキシ基としては、一又は複数の実施形態において、前記
定義のＣ1‑6アルキル基が結合したオキシ基であることを意味し、具体的には例えば、メ
トキシ基、エトキシ基、１−プロピルオキシ基、２−プロピルオキシ基、２−メチル−１
−プロピルオキシ基、２−メチル−２−プロピルオキシ基、１−ブチルオキシ基、２−ブ

20

チルオキシ基、１−ペンチルオキシ基、２−ペンチルオキシ基、３−ペンチルオキシ基、
２−メチル−１−ブチルオキシ基、３−メチル−１−ブチルオキシ基、２−メチル−２−
ブチルオキシ基、３−メチル−２−ブチルオキシ基、２，２−ジメチル−１−プロピルオ
キシ基、１−へキシルオキシ基、２−へキシルオキシ基、３−へキシルオキシ基、２−メ
チル−１−ペンチルオキシ基、３−メチル−１−ペンチルオキシ基、４−メチル−１−ペ
ンチルオキシ基、２−メチル−２−ペンチルオキシ基、３−メチル−２−ペンチルオキシ
基、４−メチル−２−ペンチルオキシ基、２−メチル−３−ペンチルオキシ基、３−メチ
ル−３−ペンチルオキシ基、２，３−ジメチル−１−ブチルオキシ基、３，３−ジメチル
−１−ブチルオキシ基、２，２−ジメチル−１−ブチルオキシ基、２−エチル−１−ブチ
ルオキシ基、３，３−ジメチル−２−ブチルオキシ基、２，３−ジメチル−２−ブチルオ

30

キシ基等が挙げられる。
【００５７】
本開示において、Ｃ1‑6アルキルチオ基としては、一又は複数の実施形態において、前
記定義のＣ1‑6アルキル基が結合したチオ基であることを意味し、具体的には例えば、メ
チルチオ基、エチルチオ基、１−プロピルチオ基、２−プロピルチオ基、ブチルチオ基、
ペンチルチオ基等が挙げられる。
【００５８】
本開示において、Ｃ1‑6アルキルスルホニル基としては、一又は複数の実施形態におい
て、前記定義のＣ1‑6アルキル基が結合したスルホニル基であることを意味し、具体的に
は例えば、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基、１−プロピルスルホニル基、２−
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プロピルスルホニル基等が挙げられる。
【００５９】
本開示において、Ｃ1‑6アルコキシカルボニル基としては、一又は複数の実施形態にお
いて、前記定義のＣ1‑6アルキル基が結合したカルボニル基であることを意味し、具体的
には例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、１−プロピルオキシカルボ
ニル基、２−プロピルオキシカルボニル基等が挙げられる。
【００６０】
本開示において、Ｃ6‑10アリール基とは、一又は複数の実施形態において、炭素数６〜
１０の芳香族性の炭化水素環式基をいい、具体的には例えば、フェニル基、１−ナフチル
基、２−ナフチル基などが挙げられる。

50

(18)

JP WO2018/079855 A1 2018.5.3

【００６１】
本開示において、「複素環」とは、環を構成する原子中に１〜２個のヘテロ原子を含有
し、環中に二重結合を含んでいてもよく、非芳香族性の環または芳香族性の環を意味する
。本開示において、「ヘテロ原子」とは、硫黄原子、酸素原子または窒素原子を意味する
。本開示において、複素環は、二環又はそれ以上の環が縮合した縮合複素環であってもよ
い。
【００６２】
本開示において、「含窒素複素環」とは、環を構成する原子中に１〜２個の窒素原子を
含有し、環中に二重結合を含んでいてもよく、非芳香族性の環または芳香族性の環を意味
する。含窒素複素環が縮合複素環の場合、窒素原子は少なくとも１つの環に存在すればよ

10

い。
【００６３】
本開示において、置換基としては、一個又は同一若しくは異なって複数個あってもよく
、一又は複数の実施形態において、ハロゲン原子、シアノ基、トリフルオロメチル基、ニ
トロ基、水酸基、メチレンジオキシ基、Ｃ1‑6アルキル基、Ｃ1‑6アルコキシ基、ベンジル
オキシ基、Ｃ1‑6アルカノイルオキシ基、アミノ基、モノＣ1‑6アルキルアミノ基、ジＣ1‑
6アルキルアミノ基、カルバモイル基、Ｃ1‑6アルキルアミノカルボニル基、ジＣ1‑6アル

キルアミノカルボニル基、カルボキシル基、Ｃ1‑6アルコキシカルボニル基、Ｃ1‑6アルキ
ルチオ基、Ｃ1‑6アルキルスルフィニル基、Ｃ1‑6アルキルスルホニル基、Ｃ1‑6アルカノ
イルアミノ基、又はＣ1‑6アルキルスルホンアミド基が挙げられる。本開示において、ハ

20

ロゲン原子は、一又は複数の実施形態において、フッ素、塩素、臭素、又はヨウ素の原子
が挙げられる。
【００６４】
また、本開示に係る化合物は、不斉炭素原子が存在する場合、及び／又は、立体異性体
が存在する場合、一又は複数の実施形態において、各異性体の混合物、又は、単離された
ものである。立体異性体の特に限定されない一又は複数の実施形態において、シス−トラ
ンス異性体が挙げられる。
【００６５】
本開示において「プロドラッグ」は、一又は複数の実施形態において、生体内で容易に
加水分解され、式（Ｉ）で表される化合物を再生するものが挙げられ、例えばカルボキシ

30

ル基を有する化合物であればそのカルボキシル基がアルコキシカルボニル基となった化合
物、アルキルチオカルボニル基となった化合物、又はアルキルアミノカルボニル基となっ
た化合物が挙げられる。また、例えばアミノ基を有する化合物であれば、そのアミノ基が
アルカノイル基で置換されアルカノイルアミノ基となった化合物、アルコキシカルボニル
基により置換されアルコキシカルボニルアミノ基となった化合物、アシロキシメチルアミ
ノ基となった化合物、又はヒドロキシルアミンとなった化合物が挙げられる。また例えば
水酸基を有する化合物であれば、その水酸基が前記アシル基により置換されてアシロキシ
基となった化合物、リン酸エステルとなった化合物、又はアシロキシメチルオキシ基とな
った化合物が挙げられる。これらのプロドラッグ化に用いる基のアルキル部分としては前
記アルキル基が挙げられ、そのアルキル基は置換（例えば炭素原子数１〜６のアルコキシ
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基等により）されていてもよい。一又は複数の実施形態において、例えばカルボキシル基
がアルコキシカルボニル基となった化合物を例にとれば、メトキシカルボニル、エトキシ
カルボニルなどの低級（例えば炭素数１〜６）アルコキシカルボニル、メトキシメトキシ
カルボニル、エトキシメトキシカルボニル、２−メトキシエトキシカルボニル、２−メト
キシエトキシメトキシカルボニル、ピバロイロキシメトキシカルボニルなどのアルコキシ
基により置換された低級（例えば炭素数１〜６）アルコキシカルボニルが挙げられる。
【００６６】
本開示において「製薬上許容される塩」とは、薬学的、薬理的、及び／又は医薬的に許
容される塩を含有し、例えば、無機酸塩、有機酸塩、無機塩基塩、有機塩基塩、酸性又は
塩基性アミノ酸塩などが挙げられる。
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【００６７】
前記無機酸塩の好ましい例としては、例えば塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、硝酸塩、
リン酸塩などが挙げられ、有機酸塩の好ましい例としては、例えば酢酸塩、コハク酸塩、
フマル酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、クエン酸塩、乳酸塩、ステアリン酸塩、安息香酸
塩、メタンスルホン酸塩、ｐ−トルエンスルホン酸塩などが挙げられる。
【００６８】
前記無機塩基塩の好ましい例としては、例えばナトリウム塩、カリウム塩などのアルカ
リ金属塩、カルシウム塩、マグネシウム塩などのアルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、
アンモニウム塩などが挙げられる。前記有機塩基塩の好ましい例としては、例えばジエチ
ルアミン塩、ジエタノールアミン塩、メグルミン塩、Ｎ，Ｎ

−ジベンジルエチレンジア

10

ミン塩などが挙げられる。
【００６９】
前記酸性アミノ酸塩の好ましい例としては、例えばアスパラギン酸塩、グルタミン酸塩
などが挙げられる。前記塩基性アミノ酸塩の好ましい例としては、例えばアルギニン塩、
リジン塩、オルニチン塩などが挙げられる。
【００７０】
本開示において「化合物の塩」には、化合物が大気中に放置されることにより、水分を
吸収して形成されうる水和物が包含され得る。また、本開示において「化合物の塩」には
、化合物が他のある種の溶媒を吸収して形成されうる溶媒和物も包含され得る。
【００７１】

20

本開示に係る化合物としては、限定されない一又は複数の実施形態において、下記式の
化合物が挙げられる。
【化１４】

30

40

【００７２】
本開示に係る化合物は、本開示に係る誘導方法（がん細胞にプログラム細胞死を誘導す
る方法）に使用でき、また、本開示に係る医薬組成物（がん細胞にプログラム細胞死を誘
導するための医薬組成物）の有効成分として使用できる。また、本開示に係る化合物は、
本開示に係る医薬組成物と同様に、がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方
法に使用できる。
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したがって、本開示はさらに以下の一又は複数の実施形態に関しうる。
〔Ｃ１〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方法における、がん細胞

内のNO産生を亢進する化合物（本開示に係る化合物）の使用。
〔Ｃ２〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方法における、がん細胞

内のNO産生を亢進する化合物（本開示に係る化合物）及び、がん細胞内のNADPHの産生を
低下させる剤の使用。
〔Ｃ２−１〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方法における、がん

細胞内のNO産生を亢進する化合物（本開示に係る化合物）並びに、解糖系の阻害、ペント
ースリン酸経路の阻害、リンゴ酸デヒドロゲナーゼの阻害、イソクエン酸デヒドロゲナー
ゼの阻害、及びアミノ酸トランスポーターの阻害からなる群から選択される少なくとも１

10

つの阻害の使用。
〔Ｃ２−２〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方法における、がん

細胞内のNO産生を亢進する化合物（本開示に係る化合物）及び、解糖系の阻害剤の使用。
〔Ｃ２−３〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方法における、がん

細胞内のNO産生を亢進する化合物（本開示に係る化合物）及び、ヘキソキナーゼの阻害作
用を有する物質の使用。
〔Ｃ２−４〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方法における、がん

細胞内のNO産生を亢進する化合物（本開示に係る化合物）及び、解糖系で代謝できない又
は解糖系で代謝できない中間代謝物となるグルコース誘導体の使用。
〔Ｃ２−５〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方法における、がん
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細胞内のNO産生を亢進する化合物（本開示に係る化合物）及び、一酸化窒素合成酵素の基
質及び／又は基質となりうる物質の使用。
〔Ｃ３〕

一酸化窒素産生の亢進が、膜貫通型蛋白質を介した一酸化窒素産生の亢進で

ある〔Ｃ１〕又は〔Ｃ２〕に記載の使用。
〔Ｃ４〕

前記がん細胞が、酸化的リン酸化よりも解糖系によりＡＴＰを産生するがん

細胞である〔Ｃ１〕から〔Ｃ３〕のいずれかに記載の使用。
〔Ｃ５〕

前記がん細胞が、ワールブルグ効果を発現しているがん細胞である〔Ｃ１〕

から〔Ｃ４〕のいずれかに記載の使用。
〔Ｃ６〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療における、本開示に係る医
30

薬組成物の使用。
〔Ｃ７〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療における、本開示に係る医

薬組成物、及び、がん細胞内のNADPHの産生を低下させる剤の使用。
〔Ｃ７−１〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療における、本開示に係

る医薬組成物、並びに、解糖系の阻害、ペントースリン酸経路の阻害、リンゴ酸デヒドロ
ゲナーゼの阻害、イソクエン酸デヒドロゲナーゼの阻害、及びアミノ酸トランスポーター
の阻害からなる群から選択される少なくとも１つの阻害の使用。
〔Ｃ７−２〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療における、本開示に係

る医薬組成物、及び、解糖系の阻害剤の使用。
〔Ｃ７−３〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療における、本開示に係

る医薬組成物、及び、ヘキソキナーゼの阻害作用を有する物質の使用。
〔Ｃ７−４〕

40

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療における、本開示に係

る医薬組成物、及び、解糖系で代謝できない又は解糖系で代謝できない中間代謝物となる
グルコース誘導体の使用。
〔Ｃ７−５〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療における、本開示に係

る医薬組成物、及び、一酸化窒素合成酵素の基質及び／又は基質となりうる物質の使用。
〔Ｃ８〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療のための医薬組成物の製造

における本開示に係る化合物の使用。
〔Ｃ９〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療のための医薬組成物の製造

における、本開示に係る医薬組成物及びがん細胞内のNADPHの産生を低下させる剤の使用
。
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がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療のための医薬組成物の

製造における、本開示に係る医薬組成物、並びに、解糖系の阻害、ペントースリン酸経路
の阻害、リンゴ酸デヒドロゲナーゼの阻害、イソクエン酸デヒドロゲナーゼの阻害、及び
アミノ酸トランスポーターの阻害からなる群から選択される少なくとも１つの阻害の使用
。
〔Ｃ９−２〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療のための医薬組成物の

製造における、本開示に係る医薬組成物、及び、解糖系の阻害剤の使用。
〔Ｃ９−３〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療のための医薬組成物の

製造における、本開示に係る医薬組成物、及び、ヘキソキナーゼの阻害作用を有する物質
10

の使用。
〔Ｃ９−４〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療のための医薬組成物の

製造における、本開示に係る医薬組成物、及び、解糖系で代謝できない又は解糖系で代謝
できない中間代謝物となるグルコース誘導体の使用。
〔Ｃ９−５〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療のための医薬組成物の

製造における、本開示に係る医薬組成物、及び、一酸化窒素合成酵素の基質及び／又は基
質となりうる物質の使用。
〔Ｃ１０〕

がんの予防、改善、進行抑制、及び／又は、治療の方法であって、本開示

に係る医薬組成物を対象に投与することを含む、方法。
〔Ｃ１１〕

さらに、前記がん細胞において、がん細胞内のNADPHの産生を低下させる

ことを含む、〔Ｃ１０〕に記載の方法。
〔Ｃ１２〕

20

さらに、解糖系の阻害、ペントースリン酸経路の阻害、リンゴ酸デヒドロ

ゲナーゼの阻害、イソクエン酸デヒドロゲナーゼの阻害、及びアミノ酸トランスポーター
の阻害からなる群から選択される少なくとも１つの阻害を対象に投与することを含む、〔
Ｃ１０〕に記載の方法。
〔Ｃ１３〕

さらに、解糖系の阻害剤を対象に投与することを含む、〔Ｃ１０〕に記載

の方法。
〔Ｃ１４〕

さらに、ヘキソキナーゼの阻害作用を有する物質を対象に投与することを

含む、〔Ｃ１０〕に記載の方法。
〔Ｃ１５〕

さらに、解糖系で代謝できない又は解糖系で代謝できない中間代謝物とな

るグルコース誘導体を対象に投与することを含む、方法。
〔Ｃ１６〕

30

さらに、一酸化窒素合成酵素の基質及び／又は基質となりうる物質を対象

に投与することを含む、方法。
【００７３】
［細胞内のNO産生低下に起因する疾病のための医薬組成物］
本開示に係る化合物は、一又は複数の実施形態において、がん細胞以外の正常細胞内に
おける一酸化窒素合成酵素(NOS)等を活性化させ、NO産生を誘導し、NO産生を亢進する効
果を奏しうる。したがって、本開示に係る化合物は、一又は複数の実施形態において、細
胞内のNO産生低下に起因する疾病の予防、改善、進行抑制、及び／又は治療に使用でき、
また、該疾病のための医薬組成物の有効成分として使用できる。
【００７４】

40

本開示は、その他の態様として、一般式（Ｉ）又は（ＩＩＩ）で表される化合物若しく
はそれらのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩を有効成分として含む、細胞内
のNO産生低下に起因する疾病の予防、改善、進行抑制、及び／又は治療のための医薬組成
物に関する。
【００７５】
本開示は、その他の態様として、細胞内のNO産生低下に起因する疾病を予防、改善、進
行抑制、及び／又は治療する方法であって、必要とする対象に、一般式（Ｉ）又は（ＩＩ
Ｉ）で表される化合物若しくはそれらのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩を
投与する方法に関する。
【００７６】
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細胞内のNO産生低下に起因する疾病としては、一又は複数の実施形態において、細胞内
のNO産生低下に起因する循環器疾病等が挙げられる。NO産生低下に起因する疾病としては
、一又は複数の実施形態において、高血圧、肺高血圧、呼吸不全、心不全、動脈硬化、高
脂血症、及び冠動脈痙縮等が挙げられる。本開示において細胞は、ヒト又はヒト以外の動
物の細胞をいう。
【００７７】
［生活習慣病及び／又はメタボリックシンドロームのための医薬組成物］
本開示に係る化合物は、一又は複数の実施形態において、正常細胞内におけるNO産生を
亢進する効果を奏しうることから、体内における炭水化物の消費を促進する効果を奏しう
る。よって、本開示は、その他の態様として、一般式（Ｉ）又は（ＩＩＩ）で表される化
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合物若しくはそれらのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩を有効成分として含
む、生活習慣病及び／又はメタボリックシンドロームの予防、改善、進行抑制、及び／又
は治療のための医薬組成物に関する。
【００７８】
本開示は、その他の態様として、生活習慣病及び／又はメタボリックシンドロームを予
防、改善、進行抑制、及び／又は治療する方法であって、必要とする対象に、一般式（Ｉ
）又は（ＩＩＩ）で表される化合物若しくはそれらのプロドラッグ又はそれらの製薬上許
容される塩を投与する方法に関する。
【実施例】
【００７９】

20

以下、実施例により本開示をさらに詳細に説明するが、これらは例示的なものであって
、本開示はこれら実施例に制限されるものではない。なお、本開示中に引用された文献の
その全体は、本開示の一部として組み入れられる。
【００８０】
製造例１：化合物１の製造
化合物１
【化１５】

30

化合物１は、以下のように合成した。
【化１６】
40

文献（PCT Int. Appl.(2009), WO2009119167 A1 20091001.）記載の手法で合成した2‑[
(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフルオロメチル)アニリン（2
‑[(4aS,8aR)‑octahydroisoquinolin‑2(1H)‑yl]‑5‑(trifluoromethyl)aniline）（1.20 g
，4.03 mmol）の塩化メチレン（dichloromethane）（20 mL）溶液に、4‑フルオロベンゼ
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ンスルホニルクロリド（4‑fluorobenzenesulfonyl chloride）（2.90 g, 14.9 mmol、商
用品）、トリエチルアミン（triethylamine）（1.00 mL, 7.23 mmol、商用品）、N,N‑ジ
メチル‑4‑アミノピリジン（N,N‑dimethyl‑4‑aminopyridine）（10 mg, 0.082 mmol、商用
品）を室温にて順次加えた後、48時間撹拌した。この反応混合物に水を加えて反応停止し
た後、酢酸エチル（x3）で抽出し、これを飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウム
で乾燥した。これを濾過した後、濾液を減圧下で濃縮した。次に、得られた反応粗生成物
のテトラヒドロフラン（tetrahydrofuran）（20 mL）溶液に室温でフッ化テトラ‑n‑ブチ
ルアンモニウム（1.0 M in THF，10 mL, 10 mmol）を加え、12時間撹拌した。減圧濃縮し
た後、得られた反応粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（Biotage、SNAP Ul
tra 100 g、ヘキサン／酢酸エチル＝50/1 to 20/1）で精製した後、再結晶（酢酸エチル

10

／ヘキサン）することで、4‑フルオロ‑N‑[2‑[(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキノリン‑2(1H
)‑イル]‑5‑(トリフルオロメチル)フェニル]ベンゼンスルホンアミド（4‑fluoro‑N‑(2‑((4
aS,8aR)‑octahydroisoquinolin‑2(1H)‑yl) ‑5‑(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulfona
mide）（647 mg，1.42 mmol，35.2%）（化合物１）を無色の結晶として得た。
TLC Rf 0.44 (ヘキサン/酢酸エチル = 10/1);

1

H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ 0.89‑1.13 (

m, 3H), 1.22‑1.48 (m, 5H), 1.50‑1.72 (m, 2H), 1.73‑1.81 (m, 2H), 2.24 (dd, 1H, J
= 10.8, 10.8 Hz), 2.37‑2.42 (m, 1H), 2.50‑2.62 (m, 2H), 7.09‑7.16 (m, 3H), 7.26
‑7.30 (m, 1H), 7.82‑7.88 (m, 3H), 7.98 (br s, 1H).
【００８１】
製造例２：化合物２の製造

20

化合物２
【化１７】

30
化合物２は、以下のように合成した。
【化１８】

40
文献（PCT Int. Appl.(2009), WO2009119167 A1 20091001.）記載の手法で合成した2‑[
(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフルオロメチル)アニリン（2
‑[(4aS,8aR)‑octahydroisoquinolin‑2(1H)‑yl]‑5‑(trifluoromethyl)aniline）（120 mg
，0.403 mmol）の塩化メチレン（dichloromethane）（10 mL）溶液に、ベンゼンスルホニ
ルクロリド（benzenesulfonyl chloride）（77 μL, 0.60 mmol、商用品）、トリエチル
アミン（triethylamine）（0.10 mL, 0.72 mmol、商用品）、N,N‑ジメチル‑4‑アミノピリ
ジン（N,N‑dimethyl‑4‑aminopyridine）（10 mg, 0.082 mmol、商用品）を室温にて順次
加えた後、36時間撹拌した。この反応混合物に水を加えて反応停止した後、酢酸エチル（
x3）で抽出し、これを飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。これを
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濾過した後、濾液を減圧下で濃縮した。得られた反応粗生成物をシリカゲルカラムクロマ
トグラフィー（関東化学、中性・球状、10 g、ヘキサン／酢酸エチル＝20/1）で精製した
後、再結晶（酢酸エチル／ヘキサン）することで、N‑[2‑[(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキ
ノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフルオロメチル)フェニル]ベンゼンスルホンアミド（N‑(2‑(
(4aS,8aR)‑octahydroisoquinolin‑2(1H)‑yl)‑5‑(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulfon
amide）（146 mg，0.33 mmol，83.1%）（化合物２）を無色の結晶として得た。
1

TLC Rf 0.19 (ヘキサン/酢酸エチル = 20/1);

H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ 0.78‑1.12 (

m, 3H), 1.13‑1.48 (m, 5H), 1.55‑1.80 (m, 4H), 2.20 (dd, 1H, J = 10.4, 10.4 Hz),
2.31‑2.38 (m, 1H), 2.49‑2.59 (m, 2H), 7.12 (d, 1H, J = 8.4 Hz), 7.26 (dd, 1H, J
= 8.4, 1.6 Hz), 7.42‑7.47 (m, 2H), 7.51‑7.57 (m, 1H), 7.81‑7.85 (m, 2H), 7.87 (d

10

d, 1H, J = 1.6 Hz), 7.97 (br s, 1H).
【００８２】
製造例３：化合物３の製造
化合物３
【化１９】

20

化合物３は、以下のように合成した。
【化２０】

30

文献（PCT Int. Appl.(2009), WO2009119167 A1 20091001.）記載の手法で合成した2‑[
(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフルオロメチル)アニリン（2
‑[(4aS,8aR)‑octahydroisoquinolin‑2(1H)‑yl]‑5‑(trifluoromethyl)aniline）（600 mg
，2.03 mmol）の塩化メチレン（dichloromethane）（5.0 mL）溶液に、4‑トルエンスルホ
ニルクロリド（4‑toluenesulfonyl chloride）（460 mg, 2.41 mmol、商用品）、トリエ
チルアミン（triethylamine）（0.33 mL, 2.39 mmol、商用品）を室温にて順次加えた後

40

、24時間撹拌した。この反応混合物に水を加えて反応停止した後、酢酸エチル（x3）で抽
出し、これを飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。これを濾過した
後、濾液を減圧下で濃縮した。得られた反応粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフ
ィー（関東化学、中性・球状、20 g、ヘキサン／酢酸エチル＝50/1 to 20/1）で精製した
後、再結晶（酢酸エチル／ヘキサン）することで、N‑[2‑[(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキ
ノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフルオロメチル)フェニル]‑4‑トルエンスルホンアミド（N‑(
2‑((4aS,8aR)‑octahydroisoquinolin‑2(1H)‑yl) ‑5‑(trifluoromethyl)phenyl)‑4‑toluen
esulfonamide）（180 mg，0.397 mmol，19.9%）（化合物３）を無色の結晶として得た。T
LC Rf 0.43 (ヘキサン/酢酸エチル = 10/1);

1

H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ 0.88‑1.14 (m

, 3H), 1.24‑1.48 (m, 5H), 1.50‑1.82 (m, 4H), 2.20 (dd, 1H, J = 10.8, 10.8 Hz), 2
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.35‑2.41 (m, 4H), 2.54‑2.59 (m, 2H), 7.12 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.22‑7.26 (m, 3H)
, 7.70‑7.73 (AA'BB', 2H), 7.86 (d, 1H, J = 2.0 Hz), 7.95 (br s, 1H).
【００８３】
製造例４：化合物４の製造
化合物４
【化２１】

10

化合物４は、以下のように合成した。
【化２２】

20

文献（PCT Int. Appl.(2009), WO2009119167 A1 20091001.）記載の手法で合成した2‑[
(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフルオロメチル)アニリン（2
‑[(4aS,8aR)‑octahydroisoquinolin‑2(1H)‑yl]‑5‑(trifluoromethyl)aniline）（120 mg
，0.403 mmol）の塩化メチレン（dichloromethane）（5.0 mL）溶液に、4‑ブロモベンゼ
ンスルホニルクロリド（4‑bromobenzenesulfonyl chloride）（310 mg, 1.21 mmol、商用

30

品）、トリエチルアミン（triethylamine）（0.20 mL, 1.45 mmol、商用品）、N,N‑ジメ
チル‑4‑アミノピリジン（N,N‑dimethyl‑4‑aminopyridine）（10 mg, 0.082 mmol、商用品
）を室温にて順次加えた後、48時間撹拌した。この反応混合物に水を加えて反応停止した
後、酢酸エチル（x3）で抽出し、これを飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで
乾燥した。これを濾過した後、濾液を減圧下で濃縮した。得られた反応粗生成物を再沈殿
（酢酸エチル／ヘキサン）することで、ビススルホニルイミド中間体（232 mg, 0.315 mm
ol, 78.4%）を得た。
次に、得られたビススルホニルイミド中間体（152 mg, 0.207 mmol）のテトラヒドロフ
ラン（tetrahydrofuran）（20 mL）溶液に室温でフッ化テトラ‑n‑ブチルアンモニウム（1
.0 M in THF，1.0 mL, 1.0 mmol）を加え、12時間撹拌した。減圧濃縮後、得られた反応

40

粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（関東化学、中性・球状、10 g、ヘキサ
ン／酢酸エチル＝20/1 to 10/1）で精製した後、再結晶（酢酸エチル／ヘキサン）するこ
とで、4‑ブロモ‑N‑[2‑[(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフル
オロメチル)フェニル]ベンゼンスルホンアミド（4‑bromo‑N‑(2‑((4aS,8aR)‑octahydroiso
quinolin‑2(1H)‑yl)‑5‑ (trifluoromethyl)phenyl)benzenesulfonamide）（101 mg，0.19
5 mmol，94.4%）（化合物４）を無色の結晶として得た。
TLC Rf 0.23 (ヘキサン/酢酸エチル = 20/1);

1

H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ 0.88‑1.12 (

m, 3H), 1.32‑1.50 (m, 5H), 1.61‑1.73 (m, 2H), 1.73‑1.81 (m, 2H), 2.23 (dd, 1H, J
= 10.8, 10.8 Hz), 2.32‑2.40 (m, 1H), 2.50‑2.62 (m, 2H), 7.15 (d, 1H, J = 8.4 Hz
), 7.28 (dd, 1H, J = 8.4, 1.6 Hz), 7.56‑7.61 (AA'BB', 2H), 7.67‑7.70 (AA'BB', 2H
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), 7.84 (d, 1H, J = 1.6 Hz), 7.99 (br s, 1H).
【００８４】
製造例５：化合物５の製造
化合物５
【化２３】

10

化合物５は、以下のように合成した。
【化２４】

20

文献（PCT Int. Appl.(2009), WO2009119167 A1 20091001.）記載の手法で合成した2‑[
(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフルオロメチル)アニリン（2
‑[(4aS,8aR)‑octahydroisoquinolin‑2(1H)‑yl]‑5‑(trifluoromethyl)aniline）（120 mg
，0.402 mmol）の塩化メチレン（dichloromethane）（5.0 mL）溶液に、ピリジン‑3‑スル
ホニルクロリド塩酸塩（3‑pyridinesulfonyl chloride hydrochloride）（130 mg, 0.607
mmol、商用品）、トリエチルアミン（triethylamine）（0.40 mL, 2.89 mmol、商用品）

30

、N,N‑ジメチル‑4‑アミノピリジン（N,N‑dimethyl‑4‑aminopyridine）（10 mg, 0.082 mm
ol、商用品）を室温にて順次加えた後、48時間撹拌した。この反応混合物に水を加えて反
応停止した後、酢酸エチル（x3）で抽出し、これを飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナ
トリウムで乾燥した。これを濾過した後、濾液を減圧下で濃縮した。得られた反応粗生成
物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（関東化学、中性・球状、10 g、ヘキサン／酢
酸エチル＝5/1 to 1/1）で精製した後、分取用TLC（ヘキサン／酢酸エチル＝ 1/1）で再
度精製することで、N‑[2‑[(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフ
ルオロメチル)フェニル]‑3‑ピリジンスルホンアミド（N‑(2‑((4aS,8aR)‑octahydroisoqui
nolin‑2(1H)‑yl)‑5‑(trifluoromethyl)phenyl)‑3‑pyridine‑ sulfonamide）（22.8 mg，0
.0519 mmol，12.9%）（化合物５）を無色の結晶として得た。
TLC Rf 0.21 (ヘキサン/酢酸エチル = 2/1);

1

H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ 0.87‑1.13 (m

, 3H), 1.22‑1.51 (m, 5H), 1.52‑1.81 (m, 4H), 2.24 (dd, 1H, J = 10.8 10.8 Hz), 2.
36‑2.42 (m, 1H), 2.51‑2.63 (m, 2H), 7.16 (d, 1H, J = 8.4 Hz), 7.30 (dd, 1H, J =
8.4, 1.6 Hz), 7.41 (ddd, 1H, J = 8.0, 4.8, 0.8 Hz), 7.85 (d, 1H, J = 1.6 Hz), 8.
06‑8.13 (m, 2H), 8.76 (dd, 1H, J = 4.8, 1.2 Hz), 9.04 (dd, 1H, J = 2.4, 0.8 Hz).
【００８５】
製造例６：化合物６の製造
化合物６
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【化２５】

10
化合物６は、以下のように合成した。
【化２６】

20
文献（PCT Int. Appl. (2009), WO 2009119167 A1 20091001.）記載の手法で合成した2
‑[(4aS,8aR)‑オクタヒドロイソキノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフルオロメチル)アニリン
（2‑[(4aS,8aR)‑octahydroisoquinolin‑2(1H)‑yl]‑5‑(trifluoromethyl)aniline）（120
mg，0.402 mmol）の塩化メチレン（dichloromethane）（5.0 mL）溶液に、4‑トルエンス
ルホニルクロリド（4‑toluenesulfonyl chloride）（140 mg, 0.617 mmol、商用品）、ト
リエチルアミン（triethylamine）（0.10 mL, 0.72 mmol、商用品）、N,N‑ジメチル‑4‑ア
ミノピリジン（N,N‑dimethyl‑4‑aminopyridine）（10 mg, 0.082 mmol、商用品）を室温
にて順次加えた後、48時間撹拌した。この反応混合物に水を加えて反応停止した後、酢酸
エチル（x3）で抽出し、これを飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した
。これを濾過した後、濾液を減圧下で濃縮した。得られた反応粗生成物をシリカゲルカラ

30

ムクロマトグラフィー（関東化学、中性・球状、20 g、ヘキサン／酢酸エチル＝50/1 to
20/1）で精製した後、再結晶（酢酸エチル／ヘキサン）することで、N‑[2‑[(4aS,8aR)‑オ
クタヒドロイソキノリン‑2(1H)‑イル]‑5‑(トリフルオロメチル)フェニル]‑2‑ナフタレン
スルホンアミド（N‑(2‑((4aS,8aR)‑octahydroisoquinolin‑2(1H)‑yl)‑5‑(trifluoromethy
l)phenyl)‑2‑naphthalenesulfonamide）（50.6 mg，0.103 mmol，25.7%）（化合物６）を
無色の結晶として得た。
TLC Rf 0.34 (ヘキサン/酢酸エチル = 10/1);

1

H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ 0.82‑1.12

(m, 3H), 1.23‑1.80 (m, 9H), 2.14 (dd, 1H, J = 11.2, 11.2 Hz), 2.24‑2.30 (m, 1H),
2.51‑2.56 (m, 2H), 7.08 (d, 1H, J = 8.4 Hz), 7.20‑7.24 (m, 1H), 7.57‑7.65 (m, 2
H), 7.75 (dd, 1H, J = 8.6, 1.6 Hz), 7.85‑7.93 (m, 3H), 7.97 (d, 1H, J = 2.0 Hz),
8.08 (br s, 1H), 8.45 (s, 1H).
【００８６】
製造例７：化合物７の製造
化合物７
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【化２７】

10
化合物７は、上述の合成方法を参照して合成した。
【００８７】
製造例８：化合物８の製造
化合物８
【化２８】

20

化合物８は、上述の合成方法を参照して合成した。
【００８８】
製造例９：化合物９の製造
化合物９
【化２９】
30

化合物９は、上述の合成方法を参照して合成した。
【００８９】
製造例１０：化合物１０の製造
化合物１０
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【化３０】

10
化合物１０は、上述の合成方法を参照して合成した。
【００９０】
製造例１１：化合物１１の製造
化合物１１
【化３１】

20

化合物１１は、上述の合成方法を参照して合成した。
【００９１】
製造例１２：化合物１２の製造
化合物１２
【化３２】
30

化合物１２は、上述の合成方法を参照して合成した。
【００９２】

40

［がん細胞内におけるＮＯ産生の誘導］
がん細胞内の一酸化窒素（NO）の産生量を、一酸化窒素検出指示薬を用いて確認した。
すなわち、下記条件で培養するがん細胞に上記で調製した化合物１を１０μMとなるよう
に添加して10時間培養し、その後NO検出指示薬を接触させてフローサイトメトリーを行い
、蛍光強度と細胞数分布を測定した。その結果を図1に示す。
がん細胞：ヒト子宮頚部がん細胞株HeLa
培養液の栄養源：0.1% Galactose, 5% FBSを含むMEM(No Glucose)
化合物１又はDMSO添加後の培養時間：10時間、37℃
一酸化窒素検出指示薬：Diaminofluorescein‑FM diacetate（DAF‑FM DA）
【００９３】
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図1に示されるとおり、化合物１が添加されると、細胞内のNO産生量が亢進することが
確認された。
【００９４】
［抗腫瘍作用］
がん細胞に対する抗腫瘍効果を、2つの方法により生細胞数を測定した。
すなわち、下記条件で培養するがん細胞に上記で調製した化合物1を5、10、又は20μM
となるように添加して4日間培養し、その後、CFSE‑DAによる生細胞の蛍光染色（図2）、
及びWST‑8アッセイ（図3）によって化合物1のがん細胞に対する効果を確認した。
がん細胞：ヒト子宮頚部がん細胞株HeLa
培養液の栄養源：5% FBSを含むMEM

10

化合物１又はDMSO添加後の培養時間：4日間、37℃
CFSE：5‑ or 6‑(N‑Succinimidyloxycarbonyl)fluorescein 3',6'‑diacetate
【００９５】
図2及び3に示されるとおり、化合物１は、がん細胞の生存率を低下させる抗腫瘍効果を
発揮した。
【００９６】
［抗腫瘍作用はプログラム細胞死である］
前記抗腫瘍効果が、Caspase‑3の活性化を伴うものであること、言い換えると、プログ
ラム細胞死であることを確認した。
すなわち、下記条件で培養するがん細胞に上記で調製した化合物１−１２を10μMとな

20

るように添加して16時間培養し、その後カスパーゼ３基質及び膜非透過性DNA染色剤とを
接触させてフローサイトメトリーを行い、２カラードットプロットを作成した。その結果
を図4に示す。
がん細胞：ヒト子宮頚部がん細胞株HeLa
培養液の栄養源：0.1% Galactose, 5% FBSを含むMEM(No Glucose)
化合物１又はDMSO添加後の培養時間：16時間、37℃
カスパーゼ３基質：NucView（商標、Biotium社）488
膜非透過性DNA染色剤：RedDot（商標、Biotium社）2
【００９７】
図4に示されるとおり、化合物１−１２を接触させたがん細胞では、右下のRedDot（商

30

標）2が陰性、かつ、NucView（商標）488が陽性の細胞率が6.7%を超える値に上昇した。
例えば、化合物１は20.6%、化合物２は15.4%、化合物３は、12.9%、化合物４は、22.5％
、化合物５は、15.7%、化合物１１は、16.2%である。よって、化合物１−１２ががん細胞
にプログラム細胞死を誘導することが確認された。
【００９８】
［誘導されるプログラム細胞死はNO依存性である］
前記Caspase‑3活性化が、NO依存性であることをNO除去剤及びNO合成阻害剤を用いた2種
類の方法で確認した。
すなわち、下記条件で培養するがん細胞に、まず、下記NO除去剤（0.2 mM）又はNO合成
阻害剤（4 mM）を添加し1時間培養し、上記で調製した化合物1を10μMとなるように添加
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して15時間培養し、その後カスパーゼ３基質及び膜非透過性DNA染色剤とを接触させてフ
ローサイトメトリーを行い、２カラードットプロットを作成した。その結果を図5に示す
。
がん細胞：ヒト子宮頚部がん細胞株HeLa
培養液の栄養源：0.1% Galactose, 5% FBSを含むMEM(No Glucose)
NO除去剤及びNO合成阻害剤添加後の培養時間：1時間、37℃
NO除去剤：Carboxy‑PTIO (cPTIO, NO scavenger)
NO合成阻害剤：L‑NAME (NO synthatase inhibitor)
化合物１又はDMSO添加後の培養時間：15時間
カスパーゼ３基質：NucView（商標、Biotium社）488
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膜非透過性DNA染色剤：DRAQ7（商標、BioStatus社）
【００９９】
図5に示されるとおり、化合物1を接触させたがん細胞では、右下のDRAQ7（商標）が陰
性、かつ、NucView（商標）488が陽性である細胞率が7.8%から36.1％に上昇したが、cPTI
O及びL‑NAME存在下では該細胞率がそれぞれ13.9%及び22.7％にまで抑制されていた。よっ
て、化合物1により誘導されるプログラム細胞死はNO依存性であることが確認された。
【０１００】
すなわち、上記実験結果から、化合物１はがん細胞においてNO産生を亢進し、がん細胞
にNO依存性のプログラム細胞死を誘導することが確認された。
【０１０１】
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［プログラム細胞死はグルコース飢餓で促進される］
化合物1によるがん細胞のプログラム細胞死は、グルコース飢餓状態で促進されること
を確認した。
すなわち、がん細胞に化合物1を作用させるときの培地の栄養源をグルコース（Glc）及
びガラクトース（Gal）のいずれかにして16時間培養し、WST‑8アッセイによりがん細胞の
生存率を測定した。その結果を図６に示す。
がん細胞：ヒト子宮頚部がん細胞株HeLa
化合物1添加前の培地：10% FBSを含むMEM
化合物1添加後の培地：0.1% Glucoseあるいは0.1% Galactose, 5% FBSを含むMEM(No Gl
ucose)
化合物1添加後の培養時間：16時間、37℃
【０１０２】
図6に示されるとおり、化合物1によるがん細胞のプログラム細胞死は、グルコース枯渇
状態で促進されることが確認された。
【０１０３】
［抗腫瘍作用］
化合物1は、複数のがん細胞株に対して抗腫瘍効果を発現することが確認されている。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図６】

【図４】
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